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第1章 序論

1.1 長距離大容量光ファイバ伝送技術
光ファイバを伝送媒体として光信号を伝送する光ファイバ通信技術は今日の

情報化社会における社会基盤として広く利用されている．情報化社会では，様々

な情報をディジタル化し，ディジタル信号を送受する情報通信が行われており，

光ファイバ通信においても，光送信器でディジタル電気信号を光信号に変換し，

また，光受信器で光信号をディジタル電気信号に変換することにより，光ファイ

バを伝送路として情報通信が行われている．

光を情報伝達手段として用いる通信は，のろしを用いた情報伝達のように電気

通信が発明される以前から存在した．しかし，光は広がる性質があり，また，気

象など環境条件に大きく左右されるため，自由空間で光信号を遠くまで安定して

伝送することは困難である．それに対して，光ファイバ通信は，光ファイバを伝

送媒体として用いることにより，光が広がること無く，長距離通信を実現でき

る．J. Tyndallは，1854年，㌭から流れ落ちる水に沿って光が曲がって伝搬す

ることを示し [1]，光が屈折率の大きい媒体中に閉じ込められて伝搬することを

明らかにした．これが光ファイバ伝送の原理である．

古くからガラスを光の伝送媒体として用いることは考えられたが，損失が非常

に大きいため既に実用化されている有線通信や無線通信のように光ファイバ通

信を実用化できるとは考えられていなかった 1966年に，C.K. Kaoはガラス中

の Fe イオンを 1 ppm まで減らせば 20 dB/km まで低損失化でき，光ファイバ

を伝送媒体とした高速光ファイバ通信が十分可能になり，さらには光ファイバ

損失の本質的限界はより小さく 1 dB/km以下であることを理論的に明らかにし

た [2]．その 4年後の 1970年に Corning社により 20 dB/kmという当時として
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は低損失な光ファイバが実現され [3]，光ファイバ通信は実現可能なものとなっ

た．Kaoはこの功績により，2009年にノーベル物理学賞を受賞している．同じ

1970年，AT&T Bell研究所で半導体レーザの室温連続発振が達成され [4]，実

用的な光源も実現された．光ファイバ通信を可能にするための 2 つのキーデバ

イスが実現されたことから，1970年は光ファイバ通信元年と言われる．

その後，1970年代には光ファイバの低損失化が進み，1979年に NTTは，現

在使用されている光ファイバの損失と同等の，波長 1.55µm における損失値

0.20 dB/km を実現した [5]．光源としての半導体レーザも，光ファイバの最低

損失波長が近赤外領域にあるという研究結果をもとに，光ファイバの最低損失波

長である波長 1.55µm に向けて発振波長の長波長化の研究がすすめられた．ま

た，1980年に高速伝送の実現に必須であるシングルモードレーザが実現されて

いる [6]．

これらの技術の進展により，日本では，1981年に 32Mbit/sおよび 100Mbit/s

の光ファイバ伝送方式が実用化され，1983年には，シングルモードファイバを用

いた中継間隔 40 kmの 400Mbit/s伝送システムが開発された [7]．1985年には

旭川から鹿児島まで 3400 kmの日本縦貫光ファイバ伝送路が敷設され，通信網

の基幹系として光ファイバ伝送が利用されることになる [7]．この幹線系光伝送

システムは，1987年に 1.6Gbit/s，1991年に 2.4Gbit/s，1994年に 10Gbit/s

と伝送速度の高速化が進展した [7]．光ファイバには，波長分散とよばれる波長

の違いによる群速度の違いが存在するため，高速変調によりスペクトルの広がっ

た信号は，信号内で伝搬速度の違いにより波形が広がる．これを避け，伝送速度

の高速化を行うために，波長 1.55µm 帯で波長分散の値が小さくなるように構

造を工夫した分散シフトファイバが開発された [8]．

1980年代の光伝送システムでは，数十 kmのファイバ中継間隔毎に，リタイ

ミング（Retiming）、波形等化（Reshaping）、識別再生（Regeneration）の 3R

機能を持つ再生中継器を用いて，光信号を光受信器で電気信号に変換し，電気回

路による信号処理の後，電気信号を光信号に変換するという動作により，光ファ

イバ伝送により減衰および波形劣化した光信号をファイバ伝送前の状態に戻し

て再送信するということを繰り返して，長距離伝送を実現していた．1987年に
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エルビウム添加光ファイバ（Erbium-Doped Fiber: EDF）を用いた 1.55µmの

光増幅が報告され [9]，1989年に 1.48µm半導体レーザ励起を用いた実用的なエ

ルビウム添加光ファイバ増幅器（Erbium-Doped Fiber Amplifier: EDFA）[10]

が実現されると，1990年代は EDFAを用いて．光信号を光のまま光ファイバの

損失を補償する光増幅中継方式による長距離伝送技術が発展した．光増幅中継

方式では，光増幅器で光信号の強度は増幅されるが，波形ひずみはそのままで，

また，信号対雑音比も劣化するため，所望の信号対雑音比を維持して，いかに波

形をひずませずに光信号を長距離伝送するかという研究が行われた．再生中継

器を用いず，光増幅中継器のみで太平洋横断に相当する距離の伝送実験が行わ

れ [11]，実際に光増幅中継器のみで太平洋横断光伝送が実現された [12]．

光ファイバの伝送容量を増大させるには，信号の伝送速度の高速化の他に，１

本の光ファイバに多数の波長の光信号を伝搬させる波長多重伝送技術を用いて，

波長数を増やすことによっても実現できる [13]．EDFA は波長多重信号を一括

して増幅できるため，原理的には敷設した光ファイバや光増幅中継器を取り換え

ることなく送受信器の波長数を増やすことにより，極めて経済的に大容量化が

実現できる．2000年頃より，波長多重技術による伝送容量拡大の研究が進展し，

次々と最大伝送容量の記録は塗り替えられ [14, 15]，そして，実用化された．波

長多重伝送では，多数の波長の光信号を 1本の伝送用光ファイバへと結合させる

波長合分波器がキーデバイスとなる [16]．

続いて，それまでの伝送システムは，強度変調された信号の光パワーをフォトダ

イオードでそのまま電気信号に変換することから，強度変調直接受信（Intensity

Modulation Direct Detection: IMDD）方式とよばれる 2値のオンオフ変調で

あったが，伝送特性向上のために，光の位相情報を用いた変調方式の実用化が考

えられた．マッハツェンダ（Mach-Zehnder: MZ)型光変調器を用いた 2値位相

変調 [17]と遅延干渉計を用いた位相-強度変換 [18]およびバランス受信を用いる

ことによる 3dBの受信感度の改善 [19]を利用した長距離伝送が行われ，長距離

化に貢献した [20]．また，多値位相変調方式として，4値位相変調（Quadrature

Phase Shift Keying: QPSK）[21]と 2つの遅延干渉計を用いた IQ（In Phase,

Quadrature Phase）位相-強度変換 [21]を用いた差動 4値位相変調（Differential
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Quadrature Phase Shift Keying: DQPSK）方式による伝送が行われ [22]，光

ファイバの帯域利用効率を 2倍へ向上させた．

そして，受信光信号と局部発振光を光カプラで合波してビート信号を発生さ

せ，受信光信号の位相を検出できるコヒーレント受信方式 [23]において，ディジ

タル信号処理による位相同期 [24]と受信波形ひずみ補償 [25]が可能なディジタ

ル技術を用いたディジタルコヒーレント伝送が用いられるようになった．コヒー

レント受信では受信光信号と局発光との偏波を一致させる必要があり，偏波ダイ

バシティ受信が用いられるが，偏波ダイバシティ受信によるメリットとして，2

つの直交した偏波を用いる偏波多重伝送が可能となり，これにより帯域利用効

率，即ち伝送容量は 2倍になる [26]．100Gbit/s/chの光伝送は，ディジタルコ

ヒーレント技術を用いた偏波多重 QPSK方式により実現されている [27]．さら

に，多値電気信号を用いた直交振幅変調（Quadrature Amplitude Modulation:

QAM）による帯域利用効率の向上も行われている [28]．

2010年代になると，研究段階であるが，１本の光ファイバに複数のコアを設

けたマルチコアファイバ [29]や 1つのコアで複数の伝搬モードを伝搬可能な数

モードファイバ [30]を用いるなどの空間多重技術による光ファイバ伝送路の新

技術による大容量化の検討も行われている．

1.2 光ファイバ伝送システムにおける非線形応答特性
1.2.1 光ファイバの光学非線形性

前節で述べたように，様々な技術革新により長距離大容量光ファイバ通信を実

現してきたが，一方，長距離大容量伝送を制限する様々な課題があり，これらを

克服する必要があった．その 1つに，光ファイバ伝送システムにおける様々な非

線形応答特性がある．そこで，光ファイバ伝送システムにおける様々な非線形応

答特性を大きく 3種類に分類し，その特性を簡潔に述べる．

まず，光ファイバ伝送システムにおける非線形応答として，最も代表的なもの

は，伝送媒体である光ファイバそのものの光学非線形性である [31]．伝送信号の

符号誤り率は信号対雑音比により定まるので，符号誤り率を下げるためには，光
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ファイバへ入射する信号光強度を大きくし，信号対雑音比を大きくすれば良い．

しかし，光ファイバを構成する石英ガラスの非線形性は小さいが，コア径が小さ

いため光パワー密度が高くなり，光通信で用いられる程度の信号パワーに対して

光学非線形現象を生じ，また，光信号は光ファイバを長距離伝搬するのでその作

用長は極めて長くなり，その影響は大きくなる．

光ファイバの非線形光学効果として，光ファイバを伝搬する光信号によって，

光信号自身に位相変化を生じさせる自己位相変調効果 [32]があり，信号波形ひ

ずみを引き起こす．また，波長多重伝送において，異なる波長の光信号間で位相

変化を生じさせるものとして，相互位相変調効果があり，同様の信号波形劣化を

引き起こす [33]．さらに，波長多重伝送においては，4光波混合と呼ばれる非線

形光学効果により，入力信号以外に新たな波長の光が発生し，クロストークとな

ることも問題である [34]．光伝送システムにおいては，こうした非線形光学効果

による波形ひずみと信号対雑音比のトレードオフの関係から，光ファイバへの入

力信号パワーを最適化する必要がある．一方，ディジタルコヒーレント受信方式

では，ディジタル信号処理による非線形効果の補償技術も報告されている [35]．

波長多重伝送における光ファイバの非線形効果の影響は，波長分散が小さく，

隣り合う波長の光信号の伝搬速度が近いほど著しい．この影響を低減させるた

めに，伝送用ファイバの波長分散を大きくし，その後方に逆符号の波長分散を持

つ分散補償ファイバを適切な長さだけ接続して，局所的には波長分散値は大きい

が，波長分散の平均値が小さくなるようにファイバの接続を構成した分散マネー

ジメント技術が用いられている [36]．

光ファイバの光学非線形性は，光伝送特性を劣化させるという短所以外に，そ

の非線形応答特性を利用した伝送方式や光信号処理にも用いられる．光ソリト

ン [37, 38]は，長距離伝送を実現する上での課題である光ファイバの自己位相変

調効果と，同じく課題である光ファイバの波長分散とを互いに補償させることに

より，両者による劣化を低減させることができる．そのため，EDFAを光増幅中

継器として用いた長距離光ソリトン伝送が盛んに研究された [39]．また，光ファ

イバの非線形性や他のデバイスの非線形性を用いた光信号処理により伝送特性を

向上させる試みも多数行われている [40]．
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光ファイバの非線形光学効果を利用し，実用化したものとして，非線形光学効

果の 1 つであるラマン散乱が，後方ラマン増幅として，光増幅中継間隔の拡大

や，光ファイバの損失を補償して信号対雑音比を向上させるために用いられてい

る [41]．

1.2.2 伝送路内の光デバイスの非線形応答特性

光伝送路内には，光ファイバ以外に様々な部品・装置が用いられ，それらの光

デバイスの非線形応答特性も伝送システムに影響を与える．長距離伝送を実現

するためには，光増幅中継器が必要であるが，光増幅器も通常光通信で用いられ

る程度の光信号パワーに対して非線形な特性が生じる．光ファイバ増幅器は，利

得の応答速度が数 kHz程度と遅い [42]ので，光通信に用いられる高速変調に対

して応答せず，利得が一定の線形増幅器として動作する利点を持ち，光増幅中継

器として光ファイバ伝送路で広く用いられている．しかし，大きな平均光信号入

力パワーに対して，光出力パワーの飽和，即ち，利得飽和が生じる．また，光増

幅器を含む伝送路で光信号が入力されない状態になった後，次に光信号が入力さ

れた瞬間に光増幅器の出力に尖頭値パワーの極めて高い光パルスが発生する光

サージ [43] は，伝送路内の部品・装置を故障させるため，光増幅器のスロース

タート回路が必要となる．

半導体光増幅器は，利得の応答速度が GHz 程度と信号変調速度と同程度の

オーダーであり，利得の飽和特性により，光変調信号の増幅において非線形な波

形ひずみを生じるため [44]，伝送路の光増幅中継器としては用いられず，主に光

源である半導体レーザ出力の連続光の増幅に用いられる．

光伝送路内には，光ノードとして中継点に光信号を分岐あるいは中継点から

光信号を挿入する ROADM（Reconfigurable Optical Add Drop Module）や光

ネットワークにおいて方位を切り替える光クロスコネクトが用いられることがあ

る．光ノードにおいて，合波時に波長が衝突してしまうのを避けるために波長変

換が必要になる．現在は，光信号を電気信号に変換し，別の波長の光源を電気信

号で変調することにより波長変換を実現しているが，光非線形現象を利用して光

信号をそのまま波長変換することができれば，経済化に有効である．周期分極反
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転ニオブ酸リチウム (Lithium Niobate: LN)の光学非線形性を利用した波長変

換の研究が行われている [45]．

1.2.3 光送受信器の非線形応答特性

光送受信器の応答特性も線形ではない．光送信器は，理想的には，光信号が電

気信号の強弱に比例するように変換するものである．しかし，半導体レーザを変

調信号で駆動して光信号を発生させる直接変調方式において，電子数および光子

数の応答速度の制限によって共振状現象を生じ [46]，およそ GHz以上の高速変

調電気信号に対して出力光強度は線形応答せず，緩和振動による波形ひずみを生

じる [47]．また，半導体レーザの直接変調は電子数の増減による屈折率変化を起

因として周波数チャープを引き起こし，周波数チャープによる光スペクトル幅

の増大は光ファイバの波長分散により伝送距離を制限するため [48, 49]，半導体

レーザの直接変調方式を長距離伝送に用いるのは困難であり，主に短距離伝送に

用いられる．

そこで，長距離伝送を実現する変調方式として，光源を一定出力の連続光光源

として，別途，光源の後方に光変調器を設けて変調を行う外部光変調方式が用

いられている．代表的な光変調器として，電界による吸収変化を利用した電界

吸収型光変調器 [50, 51]とMZ光変調器を代表とする電気光学（Electro-Optic:

EO）効果，すなわち電界による屈折率変化を利用した EO変調器 [52]がある．

しかし，電界吸収型変調器の電圧-吸収特性は線形では無く，透過光信号波形に

波形ひずみを生じる．具体的にはクロスポイントと呼ばれる信号の立ち上がり

と立下りの交点が 50％の位置ではなく，電圧-吸収特性の非線形性により，例え

ば 70～80%の位置になり，特性劣化を引き起こす．したがって，あらかじめ逆

特性を持つ電気信号で変調する必要がある [53]．また，半導体レーザの直接変調

に比べると小さいが，周波数チャープを生ずるため，そのチャープが小さくなる

ようにデバイス構造や変調条件を厳しく制御する必要がある [54]．

MZ変調器を構成する光導波路の材料として LNを用いた LN MZ変調器は低

損失で，線形な EO効果特性を示し，長距離大容量光通信用の変調器として広く

用いられている [55]．しかし，LN MZ変調器は他の光学部品に比べると非常に
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形状が大きいため，近年，メトロネットワークでは小型の InP半導体MZ変調

器が用いられつつあるが，InP 半導体 MZ変調器には EO効果の非線形性が存

在する [56]．また，MZ変調器は干渉によって位相変化を透過光強度に変換して

いるため，EO効果が線形であっても，電圧-透過光強度特性は線形では無く，正

弦波状の特性であり，QAMではこの非線形性が問題となる [57]．

光受信器においても，フォトダイオードの光電気変換特性は必ずしも線形では

ない．フォトダイオードは光大入力時には飽和を引き起こし [58]，高感度な受信

素子として用いられるアバランシェフォトダイオードでは，雪崩効果による電

流増倍効果を利用しているため，電流増倍効果の非線形性を含めた光-電気変換

の線形性が問題となる [59]．また，用途という観点からは，受信信号をアナロ

グディジタル変換してディジタル信号処理をするディジタルコヒーレント受信

用 [60]や多値パルス強度変調信号受信用 [61]のフォトダイオードにおいては特

に光電気変換の線形性が重要となる．

以上述べたように，光ファイバ伝送システムにおいては非線形応答による様々

な制限が存在し，非線形が生じないように動作条件の最適化をしたり，非線形応

答を補償したり，あるいは，非線形応答が影響しないようなシステム構成にする

必要があり，非線形応答について研究することはきわめて重要である．

1.3 本論文の概要
本論文では長距離大容量光通信において伝送システムに用いられる様々な光

デバイスの非線形応答特性が伝送特性に与える影響を明確化することを目的とす

る．前節で述べたように非線形応答による課題は多岐にわたるので本論文で網

羅することはできないが，前節で大きく 3種類に分類したそれぞれの非線形応答

特性から 1例ずつ選び，その非線形応答特性の課題と伝送システムへ与える影響

について研究した．本論文の構成は以下のとおりである．

第 1章の序論では，長距離大容量光ファイバ伝送システムについて，その概要

と進展の歴史を説明し，本論文の研究内容の技術的，歴史的位置づけを示した．

また，光伝送システムに用いられる様々な要素の非線形応答特性とその伝送シス

テムへの影響の概要を説明した．
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非線形応答特性は，1.伝送路である光ファイバ自体の非線形性，2.伝送路を構

成する光デバイスの非線形性，3.光送受信器の非線形性の大きく 3種類に分けら

れるので，第 2-4章は，章毎に 3種類の分類から選んだ 1例について研究する．

第 2 章では，伝送路内の光デバイスの非線形応答の例として，長距離光増幅

中継伝送システムに用いられる EDFAの利得の非線形応答，すなわち利得飽和

特性が伝送特性に与える影響を示す [62, 63]．この検討は，光ファイバ伝送技術

の進展において，実用的な EDFAが実現された直後にあたり，EDFAを用いた

長距離光増幅中継技術がほとんど未検討であった時期における先駆的な研究で

ある．

まず，単純な均一励起の光増幅器の利得飽和特性を解析的に解き，それを用い

て，多中継光伝送システムにおいて，利得の飽和により多中継伝送後に光信号強

度が一定値に安定化されることを示す．次に，実験結果にもとづいて EDFAを

モデル化し，数値解析により，EDFA の利得飽和特性を示す．そして，EDFA

を用いた長距離光増幅中継伝送システムにおいて，利得飽和特性により光信号強

度が一定値に安定化されることを示す．最後に．長距離多中継光ソリトン伝送

システムにおいて，光信号強度とパルス幅が安定化される実験結果を示す．

第 3 章では，伝送路である光ファイバ自体の非線形性が伝送特性に与える影

響の例として，光ファイバの非線形性の 1 つである自己位相変調効果を積極的

に利用したファイバ型デバイスである非線形ループミラー（Nonlinear Optical

Loop Mirror: NOLM）の非線形応答特性の解析を行い，NOLMを用いること

により伝送システムにおいて光雑音が低減できることを示す [64, 65]．この検討

は，光ファイバ伝送技術の進展において，EDFAを用いた光増幅中継技術が発展

しつつある時期にあたり，伝送距離が光雑音の蓄積による信号対雑音比劣化と光

ファイバの非線形性による劣化とによって決まることがわかり，そのブレークス

ルーが望まれていた状況における初期的研究である．また，一般には短所となる

非線形性を利用して，伝送特性向上を目指した試みである．

まず，しきい特性をもつデバイスを伝送路中に用いることにより光雑音を

低減できる原理を示す．次に，NOLM の一種である非線形増幅ループミラー

（Nonlinear Amplifying Loop Mirror: NALM）および構造のバリエーションで
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ある非対称カプラを有する NOLMの入出力信号特性を数値解析および実験によ

り示し，非線形なスイッチング特性を持つことを示す．そして，これらのデバイ

スにより，光雑音を持つパルス信号に対して光雑音が低減できることを実験によ

り示す．

さらに，実際に 10Gbit/sで 500 km伝送された光ソリトン伝送信号を NALM

および非対称カプラを有する NOLMを用いて，光雑音が低減できることを実験

により示す．最後に，NALM通過後のパルスの周波数チャープ特性についての

解析を行い，位相変化が 0.3π 以下のとき，チャープの影響が小さいことを示す．

第 4章では，光送受信器の非線形性応答特性の例として，InP MZ変調器にお

ける EO効果の非線形が変調特性や伝送特性に与える影響を示す．最初に，InP

系半導体光導波路の EO 非線形性について述べ，InP MZ 変調器の 2 つの光導

波路を同一バイアス電圧プッシュプル駆動した場合のコンステレーションを解析

する．次に，強度変調を行った場合の変調特性について，変調特性の指標となる

光信号対雑音比特性および波長分散特性に対する EO非線形の影響を示す．

さらに，DQPSK方式における変調特性について，EO非線形の影響を示す．

最後に，DQPSK方式を用いた長距離伝送特性および長距離波長多重伝送特性に

ついて伝送シミュレーションを行い，EO非線形の有無による影響を示す．

第 5章で本研究の結論を述べる．
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第2章 光増幅器の利得飽和を用いた
光信号強度の安定化

2.1 はじめに
本章では，伝送路内の光デバイスの非線形応答の例として，長距離光増幅中

継伝送システムに用いられるエルビウム添加光ファイバ増幅器（Erbium-Doped

Fiber Amplifier: EDFA）の利得の非線形応答，すなわち利得飽和特性が伝送特

性に与える影響について検討する．光増幅器の利得飽和特性を解析し，光増幅器

を用いた多中継光伝送システムにおいて，利得飽和により光信号強度が一定値に

安定化されることを導き，その特性を考察する [1, 2]．

最初に，エルビウム添加光ファイバ増幅器の特長を述べる．次に，均一励起さ

れた光増幅器の利得飽和特性を解析する．その特性を用いて，利得飽和領域で動

作する光増幅器と光ファイバが複数縦続接続された光伝送システムにおいて，入

力信号強度と出力信号強度の関係を示す．また，実験値から得たデータと数値計

算により EDFAの利得飽和特性を解析する．その特性を用いて，EDFAを光増

幅中継器として用いた多中継光伝送システムの入力信号強度と出力信号強度の関

係を示す．最後に，9中継，250 kmの光ソリトン伝送システムにおいて，入力信

号強度を変化させた場合の伝送後のソリトンの信号強度とパルス幅についての実

験結果を示す．

2.2 エルビウム添加光ファイバ増幅器の特長
光信号を光のまま増幅できる光増幅器は電子回路による識別再生中継器に比

べて，小型で経済的であるため，光伝送システムへ適用が有効である．特に，

EDFAは，光ファイバの損失が最小となる波長 1.5µm帯の光信号を増幅するこ
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とができるため，波長 1.5µm帯の光信号を用いる長距離光伝送システムにおい

て極めて重要になる．

EDFA は増幅媒体となるエルビウム添加光ファイバ（Erbium-Doped Fiber:

EDF），励起光源，励起光を EDFに結合させるための波長合波光カプラ，発振を

防ぐために挿入されるアイソレータにより構成されている．EDFをレーザ増幅

可能な励起状態にするための励起光源として，波長 1.48µmまたは 0.98µmの

高出力半導体レーザが用いられている．EDFAは高利得 [3–6]，低雑音 [7]，低挿

入損失，偏波無依存 [8]，飽和出力が大きい [9]などの優れた特長を持っている．

EDFA を光増幅中継器として用いることにより，長距離多中継光伝送システ

ムを経済的に実現できる．光増幅中継伝送システムにおいては，信号対雑音比は

各光ファイバに入射する光信号パワーに依存し，信号対雑音比を向上させるため

には光信号パワーを大きくする必要があるが，一方，光ファイバの非線形性によ

る波形劣化も光信号パワーに依存し，波形劣化を低減させるためには光信号パ

ワーを小さくする必要がある．そのため，長距離伝送を行うためには，光信号パ

ワーを最適値に設定することが必要となる．

また，EDFAを用いた光増幅中継方式は光ソリトン伝送方式 [10]にも同様に

用いることができる．光ソリトンは光パルスの一種であり，光ファイバの波長分

散（群速度分散とも呼ばれる）と光ファイバの非線形性の１つである自己位相変

調効果がつりあった状態で，波長分散があるファイバ中を波形の変化なく安定し

て伝搬するという性質を持つ．自己位相変調効果は光信号強度に比例するため，

光ソリトン伝送では，光信号強度を制御し一定に保つことは極めて重要である．

EDFA を用いた多中継光伝送システムにおいて，光信号強度を最適値に制御

するためには，EDFAの増幅特性を十分に理解する必要がある．EDFAはある

程度以上の強い信号を入力すると非線形な応答特性である利得飽和が生じる [9]．

また，一般に光ソリトンは通常の強度変調方式に比べて比較的高い光強度を持つ

ので，強い入力信号に対する EDFAの利得飽和特性を調べることはソリトン伝

送を行う上で重要になる．しかし，本研究時には EDFAを用いた光増幅中継伝

送技術は初期段階であり，多中継光伝送システムにおいて，光増幅器の利得飽和

特性が伝送システム全体にどのような影響を与えるかの検討は行われていなかっ
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た．そこで，光増幅器の利得飽和特性を解析し，その特性を用いて，光伝送シス

テムへの影響を検討する．

2.3 均一励起光増幅器を有する光伝送システムの光信
号強度の安定化

2.3.1 均一励起光増幅器の利得飽和特性

一般にレーザ光増幅器で光を増幅する場合，レーザ媒質中の位置 z における光

信号強度 I(z)は次式で表される．

dI(z)

dz
= g(z)I(z) (2.1)

ここで，g(z)は位置 zにおける利得係数である．半導体光増幅器（Semiconductor

Optical Amplifier: SOA）や固体レーザ増幅器のように長さ方向に均一に励起

されているとき，g(z)は飽和を考慮すると，

g(z) =
g0

1 + I(z)/Isat
(2.2)

となる [11]．ここで g0 は小信号利得係数であり，均一励起の場合は z に依存し

ない．また，Isat は飽和強度と呼ばれ，小信号利得係数 g0 が 1/2になる光信号

強度である．

以下の議論では，見通しのよい議論を行うために，光信号強度 I を Isat で規

格化する．Isat で規格化した 3種類の入力信号強度 Iin/Isat = 10−3,10−2,10−1

に対して，利得係数 g と利得 G(z) = I(z)/Iin を位置 z の関数として図 2.1 に

示す．ここで，増幅器長 lは単位長さ 1と置き，また g0 は 5.64とした．このと

き，小信号利得 G0 は exp(g0l)で与えられ，24.5 dBである．

実線は利得係数（左の座標）の計算結果であり，破線は利得（右の座標）の計

算結果である．入力信号強度 Iin/Isat = 10−2 に着目すると，位置 z が 0.3より

小さい領域では利得係数はほぼ一定で，利得は z が増加するに従って，指数関数

的に増加する（dBで表示すると直線になる）ことがわかる．これは，式（2.2）

において，I(z)/Isat が 1 に比べて無視できることによる．一方，z が 0.3 より
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図 2.1 3種類の入力信号強度 Iin/Isat = 10−3,10−2,10−1 に対して計算した
増幅器の位置 z における利得係数（実線）と利得（破線）

大きい領域では，光信号強度の増大により z が増加するにしたがって利得係数は

減少し，利得の飽和が見られるようになる．

また，式（2.2)を式（2.1）に代入して積分すると，利得 G = Iout/Iin と入力

信号強度 Iin の間に次の関係が見られる [11].

Iin
Isat

=
ln(G0/G)

G− 1
(2.3)

式（2.3）を用いると，規格化された入力信号強度 Iin/Isatに対する利得は解析

的に解ける．計算結果を図 2.2 に示す．ここで，Iin3dB は利得が半分になるとき

の入力信号強度である．式（2.3）より

Iin3dB
Isat

=
ln 2

G0/2− 1
(2.4)

であるから，この場合，利得が 3 dB低下する入力信号強度 Iin3dB は 5.0×10−3Isat

である．

Iin/Isat ≪ 1/G となる小信号レベルに対しては，増幅器全長を通して式

（2.2）の I/Isat は 1 に比べて無視できるので，利得飽和は生じない．従って，

利得 G は G0 に等しく一定である．Iin/Isat ≫ 1 となる大信号レベルでは，
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G = 1+ g0lIsat/Iin と近似でき，特に Iin/Isat が g0l = ln(G0)より非常に大き

い場合，利得はほぼ 1 になり，出力信号強度は入力信号強度と変わらない．一

方，Iin/Isat が 10−3 から 10 程度の入力信号レベルにあるときは，入力信号強

度 Iin が増加すると飽和のため利得は減少する．従って，入力信号強度が増加し

ても出力信号強度はあまり増加しない．逆に，この領域で，入力信号強度が減少

すると，利得は増加するので，出力信号強度はあまり減少しない．このようにし

て，飽和領域では出力信号の変化は，こうした光レベルでの負帰還の効果によっ

て部分的に補償される．このため，入力信号強度が変化したとしても，出力信号

強度は，その最初の値からの変化が小さい．

2.3.2 均一励起光増幅器を有する光伝送システムの光信号強度
特性

図 2.3 に示すように，複数の光増幅器を中継器として光ファイバを縦続接続し

た光伝送系を考える．ここで，Gi(i = 1, 2, . . . , n)は i番目の光増幅器の利得で

あり，その光増幅器への入力信号強度に依存する．また，Li(< 1)は i番目の伝

送用光ファイバの損失である．i番目の光増幅器の小信号利得は 1/Li より大き
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の光増幅器の利得，Li は i番目の伝送用光ファイバの損失を表す

く，小信号領域においてはそれに続く伝送用ファイバの損失を補償することがで

きるとする．

1番目の光増幅器はまず，この伝送系への入力信号光 Iin を増幅する．増幅さ

れた信号光は 1番目のファイバを伝搬し，ファイバの損失 L1 だけ強度が低下し

て終端から信号光 Iout1 を出力する．この信号光 Iout1 は 2番目の増幅器により出

力の低下を補償，即ち，利得が伝送路の損失に等しくなるように設定された後，

2番目の伝送用ファイバを伝搬する．このようにして，増幅と伝搬を繰り返した

後，最終的に n番目の伝送用ファイバを伝搬後の出力信号 Ioutn を得る．

最初に n = 1の場合について考える．1番目の伝送用ファイバからの出力信号

強度 Iout1 は次式になる．
Iout1 = L1G1Iin (2.5)

ここで，G1 は入力信号強度 Iin の関数であり，増幅器利得 G1 が後に続く伝送

用ファイバの損失 1/L1 に等しくなるような入力信号強度を I0 とおく．これは，

Iin = I0 の時，Iout1 = I0 となることを意味する．ここで，G1 は適度に飽和して

いなければならない．

同様に n > 1の場合，i番目の伝送用ファイバからの出力信号強度は i− 1番

目 (i = 2, 3, 4, . . . , n) の伝送用ファイバからの出力信号強度 Iouti−1 を用いて，次

式で書くことができる．
Iouti = LiGiI

out
i−1 (2.6)
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簡単化のため，すべての増幅器が式（2.3）に従う同じ利得特性を持ち，すべての

伝送用ファイバが同じ損失 Lを持つと仮定する．入力信号強度 Iin/Isat に対す

る n 番目のファイバ (n = 1, 2, 3, 5, 10) からの出力信号強度 Ioutn の計算値を図

2.4 に示す．ここで，G0 は 24.5 dB，Lは −10 dBとした．また，式（2.3）から

この場合，I0 は 0.37Isat である．

まず，n = 1の場合について入力信号強度 Iin と 1番目のファイバからの出力

信号強度 Iout1 の関係を考察する．小信号入力 (Iin/Isat ≪ 1/G)に対しては，増

幅器は非飽和領域で動作しているので，Iout1 は LG0 の割合で Iin に比例する．

非常に大信号入力 (Iin/Isat ≫ 1)に対しては，利得がほぼ 1になるので Iout1 は

LIin と表される．

その間の利得飽和領域について考える．入力 Iin の変化 ∆Iin に対する増幅器

の出力 IoutA の変化 ∆IoutA は，式（2.1）と式（2.2）から次式の関係を持つ．

∆Iin
Iin

+
∆Iin
Isat

=
∆IoutA

IoutA

+
∆IoutA

Isat
(2.7)

ここで，G1 = IoutA /Iin および式（2.3）を用い，G1 ≫ 1，G1 ≫ |ln(G0/G1)|

の関係を用いて近似を行うと，光増幅器の入出力信号の変化に関して次式が得ら
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れる．
∆IoutA

∆Iin
= G1

ln(G0/G1) +G1 − 1

G1 ln(G0/G1) +G1 − 1

≈ G1

ln(G0/G1) + 1
(2.8)

さらに，入力信号強度 I0 において，G1 = 1/Lであり，また，Iout1 = LIoutA の

関係を用いると，I0 近傍における入力変化に対する 1番目のファイバの出力変

化の変化率，即ち，図 2.4の I0 における傾きは，次式で書ける．
dIout1

dIin
=

1

1 + ln(G0L)
< 1 (2.9)

変化率が 1より小さいことから，出力変化 dIout1 は入力変化 dIin より小さいこ

とがわかる．ここで，G0L = G0/G1 は利得飽和の程度を表すと考えられ，G0L

が大きいほど傾きは小さくなる．

n > 1の場合，式（2.6）より，同じ議論を用いて，入力が変動したとしてもす

べての iに対して Iouti は Iouti−1 より I0 に近い値となるので，Iouti は iの増加と

ともに I0 に近づく．したがって，nが増加するにつれて，Iin の変動による I0

からの出力信号の変動は減少する．特に，n = 5や 10の場合には，図 2.4に見

られるように入力信号強度の広い範囲でほとんど I0 に等しくなる．このように

して，伝送用ファイバと光増幅器を縦続接続した光伝送システムでは，増幅器の

飽和特性により出力信号強度が一定値に安定化されることがわかる．また，図

2.4より，Iin が I0 に等しいとき，すべてのファイバの出力における出力信号強

度は I0 に等しく，I0 はこの中継システムにおいて唯一の定常となる強度である

ことがわかる．

ファイバの損失がすべて −20 dBである伝送システムについても計算した．入

力信号強度 Iin/Isat に対する Ioutn (n = 1, 2, 3, 5, 10) を図 2.5 に示す．ここで，

G0 は 24.5 dB とし，図 2.4 と同じである．定常状態強度 I0(= 0.01Isat) が図

2.4より小さく，小信号入力レベルに近いことがわかる．したがって，Iin = I0

が入力されるとき，増幅器はわずかに飽和するだけである．L = −20 dB の

時には，L = −10 dB の時ほど急速には I0 に収束しない．式（2.9）からも，

G0L = 4.5 dBの場合の出力変化率 dIout1 /dIin が G0L = 14.5 dBの場合より大

きいことがわかる．
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図 2.5 入力信号強度と n番目のファイバ (n = 1, 2, 3, 5, 10)からの出力信号
強度の関係．伝送用ファイバの損失 L = −20 dBの場合

また，n 番目のファイバからの出力信号強度 Ioutn が定常状態強度 I0 から最

大 ±5 % の変動を許すとしたときに許容される入力信号強度の範囲（ここで

は入力信号のダイナミックレンジと呼ぶ）を見積もることができる．例えば，

n = 1に対しては，L = −10 dBの場合，0.83 ∼ 1.18I0，L = −20 dBの場合，

0.90I0 ∼ 1.11I0 であるが，図 2.4及び図 2.5からわかるように，nが増加するに

したがってダイナミックレンジは拡大する．

ファイバの損失と入力信号強度のダイナミックレンジの関係を図 2.6 に示す．

ここで，上側の曲線は +5%の変動に対応し，下側の曲線は −5%の変動に対応

する．dBで表したファイバ損失が dBで表した小信号利得の半分程度の領域で

ダイナミックレンジが広いことがわかる．損失の絶対値が大きいときのダイナ

ミックレンジの低下は利得飽和が減少するためであり，一方，損失の絶対値が小

さいときのダイナミックレンジの低下は式（2.3）からわかるように大信号領域

では利得が小さくなるためである．また，上側のダイナミックレンジが最大とな

る損失の絶対値は下側のダイナミックレンジが最大となる損失の絶対値より大き

い．なぜなら，I0 より強い信号は飽和が小さいとき I0 に効率的に収束し，I0 よ

り弱い信号は飽和が大きいとき I0 に効率的に収束するためであると考えられる．
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I0 から ±5% の最大変動を許容する場合の入力信号強度（ダイナミックレン
ジ）とファイバ損失の関係

2.4 EDFAを有する光伝送システムの光信号強度の安
定化

2.4.1 EDFAの利得飽和特性

前項では，SOAのような均一励起した利得媒質について議論した．この項で

は，EDFA の利得飽和特性と利得飽和が伝送システムへ与える影響について述

べる．

まず，EDFAの利得飽和特性について解析する．EDFAでは，前方から入射

された励起光が EDFA内で伝搬するときに吸収され，励起光は z 軸に沿って減

少する．従って，ファイバに沿って不均一な反転分布が起こる．この場合，式

（2.2）における小信号利得係数と飽和強度 Isat は一定では無く，位置 z の関数で

表される．

励起光強度および信号光強度をそれぞれ Ip，Is とおき，規格化した励起光強

度 Īp および規格化した信号光強度 Īs についてその伝搬方程式を示すと，位置 z
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において，次の方程式が成り立つ [4]．

dĪp
dz

= − ksĪs + 1

Īp + (1 + ks)Īs + 1
ρσa

p Īp (2.10)

dĪs
dz

=
ksĪp − 1

Īp + (1 + ks)Īs + 1
ρσa

s Īs (2.11)

Īp = Ip/(hνp/σ
a
pτ) (2.12)

Īs = Is/(hνs/σ
a
s τ) (2.13)

ここで，σa
p と σa

s はそれぞれ励起光波長と信号光波長における吸収断面積であ

り，ρはエルビウム濃度，hνp と hνs はそれぞれ励起光と信号光の光子のエネル

ギー，τ は蛍光の寿命である．また，信号光波長における放出断面積 σe
s を用い

て，ks = σe
s/σ

a
s 定義した．

dĪs/dz = gĪs として定義される利得係数 g は式（2.11）から次式で表される．

g =

[

1 + Īs/

(

Īp + 1

1 + ks

)]−1
ksĪp − 1

Īp + 1
ρσa

s (2.14)

また，
g =

g0
1 + Īs/Īsat

(2.15)

と表され，ここで，
Īsat =

Īp + 1

1 + ks
(2.16)

g0 =
ksĪp − 1

Īp + 1
ρσa

s (2.17)

である．このように利得係数 g は式（2.2）と同様な形に書き表すことができる．

但し，Īsat および g0 は励起光強度の関数であり，増幅器の z 方向に沿って励起

光強度の減少とともに低下する．

励起パワー Pp と信号パワー Ps は各々，Pp = IpAp，Ps = IsAs と表され

る．ここで，Ap と As はエルビウムが添加されたコアと伝搬モードとの重なり

を考慮した励起光および信号光の有効面積である．1.45µm から 1.47µm のス

ペクトル広がりを持つ 2台の InGaAsP LDによって，長さ 100m，エルビウム
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濃度 92 ppmの EDFを励起し，波長 1.545µmの信号に対して信号増幅実験を

行い [6]，EDF のパラメータを得た．励起波長および信号波長における吸収係

数はおのおの 0.13 dB/mと 0.42 dB/mである．ρσa
p,s が吸収係数に等しいとし，

フィッテイングにより ks は 0.66とした．そして，得られた EDFのパラメータ

を用いて EDFAの利得特性の計算を行なった．

式（2.14）を用いて，異なった励起パワーに対して，利得係数の入力信号パワー

依存性を計算すると，図 2.7に示す結果が得られた．小信号入力では，利得係数は

一定であり，励起パワーだけに依存する．それより大きい信号レベルでは利得係

数は減少する．小信号利得係数および飽和信号パワー Psat = As/(hνs/σ
a
s τ)Īsat

（= 小信号利得係数が半分になる入力信号パワー）が励起パワーの増加ととも

に上昇することもわかる．ここで，hνp/σ
a
pτ = 1.15 × 108 W/m2，hνs/σ

a
s τ =

3.25× 107 W/m2 である．光増幅器の位置 z における利得係数 g(z)は Pp と Ps

の関数であるので，利得特性を得るためには，連立方程式を解き，Pp の変化を

考慮しなければならない．

利得係数 g(z) および G(z) = Ps(z)/P
in
s で与えられる利得の位置依存性は，
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図 2.8 3 種類の入力信号パワー −20,−10 および 0 dBm に対する利得係数
（実線）および利得（破線）の位置依存性

式（2.10）および式（2.11）から計算される．励起入力パワー 59mW，入力信号

パワー −20，−10および 0 dBmに対する結果を図 2.8 に示す．ここで，実線と

破線はそれぞれ利得係数（左縦軸）および利得（右縦軸）を示している．P in
s が

−10 dBmの場合について注目する．位置 z が 30mより小さいところでは，利

得係数はほぼ一定で，位置 z が 30mより大きくなると，信号パワー Ps の増加

により，利得飽和が生じ，利得係数は z とともに急激に減少する．

図 2.9 は式（2.10）と式（2.12）を数値的に解くことにより，P out
s /P in

s で定義

される利得 G を入力信号パワー P in
s の関数として示したものである．ここで，

励起パワーは 59mW，ファイバ長は 100mとした．小信号利得 G0 は 24.5 dB，

利得が 3 dB 低下する入力信号パワー P in
3dB は −15.2 dBm である．実験データ

（白丸）もこの図中に示す．小信号入力に対しては利得は一定であるが，強い信

号レベルでは，利得は飽和により入力信号パワーの増加とともに減少する．前項

で述べたように，この領域では飽和により，出力信号パワーは入力信号パワーが

変化するほどは変化しない．

図 2.9に示される EDFAの飽和特性は図 2.2の均一励起光増幅器の飽和特性

に非常に似ている．両者を比較するために，小信号利得を 24.5 dBと等しく置い

た．図 2.2 における飽和強度 Iin3dB を図 2.9 における Iin3dB(= P in
3dB/As) と一致
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図 2.9 励起パワーは 59mWに対する計算（曲線）および実験（白丸）によ
り求めた利得の入力信号パワー依存性

させるように選ぶと，これらの２つの図はほとんど一致する．従って，実験によ

り G0 と P in
3dB が与えられれば，EDFAの信号入出力特性は式（2.3）により近似

的に求めることが出来，解析が容易になる．

2.4.2 EDFAを有する光伝送システムの光信号強度特性

すべての EDFAが図 2.9と同じ入出力特性を持つとして，図 2.3と同様な光

伝送システムを考える．ここで，すべての伝送用ファイバの損失は −10 dBとす

る．入力信号パワー Pin と n番目 (n = 1, 2, 3, 5, 10)の伝送用ファイバの後の出

力信号パワー P out
n の関係を図 2.10 に示す．図 2.9から，飽和増幅器利得が伝送

用ファイバの損失に等しくなる入力信号パワー P0 は 2.5 dBmである．

P0 の付近の曲線の傾きは 1 より小さいので，Pin が P0 から変化したとして

も，P out
n の変化は小さいことがわかる．nが増加するにつれてその傾きは小さ

くなり，Pin が変動した場合のの変化は小さくなる．特に，n = 5および 10の

場合にはこの図に示す範囲では出力パワーはほとんど一定であることがわかる．

また，Pin が P0 に等しいときすべての伝送用ファイバからの出力信号パワーは
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の出力信号パワーの関係．励起パワーが 59mWの時，定常パワーは 2.5 dBm

等しくなることもわかる．すなわち，この伝送システムでは P0 が唯一の定常な

パワーである．

ここで，励起パワーを変化させることにより任意の強度の入力光信号に対し

て，出力信号強度の一定値への安定化を適用できる．例えば，励起パワーを下げ

ると式（2.17）からわかるように小信号利得は小さくなる．また，エルビウムの

1.5µm 帯の遷移が 3準位系で構成されているため，式（2.16）からわかるよう

に，飽和パワーも同時に小さくなる．したがって，図 2.7の利得飽和特性は左下

に移動する．このとき，ファイバの損失に釣り合う同じ利得を得るための入力信

号強度は小さくなる．このようにして，励起パワーを変化させることにより，シ

ステムに必要とされる定常なパワー P0 を調整することができる．

以上の関係を計算例により示す．図 2.11 に励起パワー P in
p が 15mW の場

合の n 番目 (n = 1, 2, 3, 5, 10) の伝送用ファイバ後の出力パワー P out
n の入力

信号パワー依存性を示す．P in
p を 15mW に減少させると定常なパワー P0 は

−8.2 dBmに減少することがわかる．また，このときG0 は 14.8 dBとなる．G0

が小さいと定常パワー P0 における小信号利得からの利得の減少量 G0Lが小さ

いので，利得飽和の程度は小さくなる．
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図 2.11 入力信号パワーと n 番目 (n = 1, 2, 3, 5, 10) の伝送用ファイバ
の後の出力信号パワーの関係．励起パワーが 15mW の時，定常パワーは
−8.2 dBm

P in
p = 59mWでは利得の減少は 14.5 dBであるが，P in

p = 15mWでは利得

の減少は 4.8 dB である．そのため，P in
p = 59mW の場合に比べて光信号強度

の安定化の効果は弱い．図 2.11を図 2.10と比較すると，P0 の付近の曲線の傾

きは図 2.10の場合より大きいことがわかる．また，図 2.11で，n = 1の場合は，

入力 Pin の変動による出力の変動は比較的大きいが，接続段数を増加させるにし

たがって，出力の変動量は改善され小さくなり，n = 10においては，図に示す

入力信号の範囲では，出力信号はほぼ一定とみなすことができる．

ここで増幅された自然放出光（Amplified Spontaneous Emission: ASE）に

ついて考察する．信号が小さい場合には，ASEの発生は S/N比の劣化を引き起

こし，信号の増幅にとって重大な問題である．しかしながら，大信号領域では信

号の強度が強いため，ASEの強度は信号強度に比べて無視でき，ASEによる増

幅器の飽和も無視できる．したがって，本論文の解析では ASEの発生を考慮し

ていない．EDFA を中継器として縦続接続した通常の光伝送システムでは各々

の EDFAの ASEが蓄積されるけれども，信号と蓄積した ASEとの比率が十分

大きいと見積もられる．しかし，信号強度が通常より小さく，信号と ASEとの
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比率が小さい場合で蓄積された ASEが利得の飽和を引き起こすときは，安定化

の効果が働かくなると考えられる．

2.5 EDFAの利得飽和を用いた光ソリトンの安定化
ここまで，簡単化のために光信号強度が一定で利得飽和の状態が時間変動しな

いとして考察してきた．ここでは，実際の光伝送システムにこの手法を適用す

ることを考える．EDFA では利得の応答速度が遅いため，信号の変調周波数が

5 kHz以上では利得飽和によってそれぞれの信号自身に生じるクロストークは無

視でき [12]，伝送のビットレートが数十 kbit/s 以上のときは利得飽和特性は平

均信号パワーにのみ依存する．したがって，信号パワーを平均信号パワーへと置

き換えるだけで，本論文でこれまで述べた結果がパルス信号の増幅にもそのまま

適用できる．

利得飽和領域で動作している EDFAを用いた光伝送システムに関する解析は

特に光ソリトン通信において非常に有用となる．光ソリトンのパワーは光ソリ

トンの性質を維持するためには一定でなければならず，また，光ソリトンパル

スのパワーは通常の NRZ伝送の信号のパワーに比べて比較的大きく，光ソリト

ンパルスはしばしば EDFAの利得が飽和している領域で増幅される．したがっ

て，定常状態信号パワー P0 を光ソリトンパルスの平均パワーに相当するように

EDFA の励起パワーを選べば，複数の光増幅中継器を伝送した後のパワーは入

力光ソリトンパルスのパワー変動や途中のいくつかの励起パワーの変動にもかか

わらず一定値に安定化できると考えられる．

長距離光ソリトン伝搬では，入力光ソリトンのパワーが最適値から変化する

と，伝送された光ソリトンのパルス幅が変わり，信号が劣化するので，入力光ソ

リトンのパワーが変動したときどのように出力光ソリトンが変化するかを調べる

ことが非常に重要である．この節では，利得飽和を用いた自動光ソリトン安定化

の実験結果 [13]について述べる．

図 2.12 に光ソリトン伝送の実験系を示す．利得スイッチされた分布帰還型半

導体レーザ（Distributed Feedback Laser Diode: DFB LD）からの短パルスを

ファブリペロ共振器（Fabry-Perot Resonator: FPR） による狭帯域フィルタ
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図 2.12 光ソリトン伝送の実験系

を通し，周波数帯域を制限することにより，周波数チャープの無いパルスを発

生させ，これを光ソリトン光源としている．周波数チャープが無いことは，位

相がパルス内で一定であることと等価であり，同一のスペクトル帯域を持つパ

ルスにおいて，位相が一定のとき最短のパルス幅のパルスが得られることから，

位相が一定のパルスをフーリエ限界（Fourier Transform Limited: FTL）パル

スあるいは単に TLパルスと呼ぶ．用いた短パルスの波長は 1.545µm，パルス

幅は 20 ps，繰り返し周期は 5GHzである．信号の変調（符号化）には LiNbO3

マッハツェンダ光変調器を用いた．光パルスのピークパワーを光ソリトンの領

域にまで増大させるために，EDFA 1と EDFA 2を用い，FPRの出力を増幅し

ている．20 psのパルスに対しては基本（N = 1次）光ソリトンのピークパワー

PN=1 は用いたファイバの波長分散値に依存して 3.5 ∼ 5.5mW である．各光

ソリトン伝送ファイバ（Soliton Transmission Fiber: STF）は 1.545µm にお

いて 1.8 ∼ 2.7 ps/km/nmの波長分散値を持つ 25 kmの長さの分散シフトファ

イバであり，平均ファイバ損失は 0.24 dB/kmである．EDFAを介して 10条の

STF が接続され，STF 伝搬中の損失を考慮し，各 STF の入力端で基本光ソリ

トンの振幅を基準として相対化した振幅強度 A = 1.2 ∼ 1.4 の光ソリトンを生
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じさせるように各 EDFAの利得を調整した．各 EDFAの利得は 6 ∼ 8 dBであ

る．ここで，マーク率 1/2の信号に対し各 EDFAへの入力信号光の平均パワー

は −4 dBm程度であるので一個の増幅器としては利得の飽和はそれ程大きくは

ないが，ファイバと光増幅器を縦続接続したシステムにおける利得飽和による光

信号強度の安定化を観測するには十分である．

EDFA を光増幅中継器として縦続接続した光ソリトン伝送システムにお

いて，多中継伝送後の光ソリトンパルスの入力パワー依存性を調べるため

に，EDFA 2 の利得を変化することにより，STF 1 への平均入力パワーを

−19 dBm∼ −1 dBmまで変化させた．これは，0.25∼15.9mWのピークパワー

に相当する．そして，9中継 250 km伝送後の出力光ソリトンパルスをストリー

クカメラを用いて測定した．

図 2.13 は<10101010>と符号化された光ソリトンパルスの 250 km 伝送後に

おける光ソリトン波形である．図 2.13(a)，(b)，(c) はそれぞれ，STF 1 への

平均入力パワーが −8.4 dBm，−5.2 dBm，−1.7 dBmである場合を示し，各々，

2.89，6.04，13.52mWのピークパワーに相当する．A = 1.2 ∼ 1.4の光ソリト

ンパワーは 6.0∼8.3mW であるので，これらは，この光ソリトン伝送系におけ

る最適値以下，最適値，最適値以上の入力信号パワーに相当する．図 2.13(a)で

は，パルスの強度は図 2.13(b)，(c)に比べると小さく，また，パルス幅は 25.2 ps

へ広がっていることがわかる．STF 1 において PN=1 = 4.2mW であるので，

入力における光ソリトンの振幅は A = 0.83となる．この場合，N = 1の光ソリ

トンに比べて，非線形性が弱いため，伝搬中に群速度分散によりパルスが広がっ

ている．図 2.13(b)は，A = 1.20光ソリトン入力に対する出力波形である．光

ファイバの伝搬中の損失を考慮すると平均化した非線形と波長分散がつりあう光

強度であり原理的にパルス幅が等しくなる．実験でも，パルス幅は入力光ソリト

ンの幅とほとんど同じであり，出力波形の劣化は見られない．図 2.13(c)は最適

値に比べて強い A = 1.79光ソリトンに相当する入力信号に対する伝送後の波形

である．パルス幅が入力とほぼ等しく保たれ，ピークパワーは最適入力の場合と

同じであることがわかる．このことは EDFAへの入力パワーが最適値からいく

らかずれた場合でも，250 kmにわたって一定の強さとパルス幅で伝送できるこ
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とを意味している．

図 2.14 は STFへの平均入力パワーの関数として，250 km伝送後の光ソリト

ンのピーク強度とパルス幅を示したものである．図から一定の出力強度とパル

ス幅を持つ光ソリトンを得るためのしきい値パワーレベルが存在すること，およ

び，そのしきい値パワーはおよそ −7 dBm（0.2mW）であることがわかる．こ

れは，4.0mWのピークパワーに相当し，PN=1 にほぼ等しく，EDFAの飽和領

域が光ソリトン領域にあることを示している．図 2.14から，このパワー以下で
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図 2.14 最初の光ソリトン伝送ファイバ（STF 1）への入力パワーと 250 km

伝送後の光ソリトンのピーク強度及びパルス幅の関係

は，出力強度の低下とそれに伴う分散によるパルス広がりが見られる．この領域

では，伝送距離が長くなるにつれてパルス幅が広がり，良好な光ソリトン伝送が

期待できない．一方，しきい値以上では，任意の振幅の入力光ソリトンに対し

て，250 km伝送後のパルス幅と強度は一定である．これは，この領域の光ソリ

トンの平均パワーが EDFAの利得飽和領域にあるため光ソリトン入力パワーレ

ベルが変化したとしても信号光パワーは一定値へ安定化され，同時に光ソリトン

の性質によりパルス幅も安定化されることによる．このように，EDFA を飽和

領域で用いると光ソリトン伝送系は非常に安定になり，自動的な光ソリトン波形

制御が実現できることを示している．

2.6 まとめ
本章では，光増幅器の利得飽和特性を解析し，解析結果をもとに，利得飽和特

性が光伝送ステムに与える影響を初めて明らかにした．また，光増幅器の利得飽

和を利用した光伝送システムの光信号強度の安定化の新たな手法を提案し，それ

を光ソリトン伝送に適用した．

最初に，長さ方向に均一励起された光増幅器の利得飽和特性を解析し，利得飽

和領域においては，入力信号強度が増加しても，利得が低下して，出力信号強度
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はあまり変化しないことを示した．次に，光ファイバと利得飽和領域で動作する

光増幅器とが縦続接続された光伝送システムにおいて，出力信号強度特性を解析

し，最初の入力信号強度が定常状態強度から変動したとしても，光増幅中継数が

増加するにしたがって，定常状態強度に近づき，一定値に安定化されることを明

らかにした．

また，EDFAの利得飽和特性と EDFAを中継増幅器として用いた光伝送シス

テムの出力安定化について数値計算した．EDFA を増幅中継器として用いた光

伝送システムにおいて，入力信号強度が変動しても出力信号強度は一定になるこ

とを示した．また，その一定になる光信号強度はシステムで唯一の定常値であ

り，その値は励起光強度を調整することにより任意に設定できることを示した．

本論文のモデルでは，ファイバ損失が −10 dBのとき，励起パワー 59mWでは

2.5 dBm，励起パワー 15mWでは −8.2 dBmになる．

さらに，本方法は，比較的強い光信号強度を有し，強度の安定化が不可欠な光

ソリトン通信に対して非常に有効であることを指摘し，実験によってその有効

性を実証した．9中継 250 kmの光ソリトン伝送系において，−7 dBm以上の入

力パワーでは，入力光ソリトンの振幅が変動したとしても，出力の光ソリトン

は EDFAの飽和により強度が一定になるとともに，光ソリトンの性質によりパ

ルス幅も一定になり，出力光ソリトンは安定化されることを示した．このように

光増幅器の利得の飽和を利用した安定な光ソリトン通信システムが実現された．

この技術は光ソリトン伝送ばかりではなく，様々な光伝送システムへの応用が可

能である．

参考文献
[1] E. Yamada and M. Nakazawa, “Automatic intensity control of an optical

transmission line using enhanced gain saturation in cascaded optical

amplifiers,” IEEE J. Quantum Electron., vol.27, no.1, pp.146–151, 1991.

[2] 山田英一，鈴木和宣，中沢正隆，“エルビウム光増幅器の利得飽和を用いた光

出力の安定化とソリトン通信への応用,” 信学論（C-I），vol.J74-C-I, no.5,

pp.167–175, 1991.

– 40 –



[3] E. Desurvire, J.R. Simpson, and P.C. Becker, “High gain erbium-doped

traveling wave fiber amplifier,” Opt. Lett., vol.12, no.11, pp.888–890,

1987.

[4] R.J. Mears, L. Reekie, I.M. Jauncey, and D.N. Payne, “Low noise

erbium-doped fibre amplifier operating at 1.54 µm,” Electron. Lett.,

vol.23, no.19, pp.1026–1028, 1987.

[5] E. Snitzer, H. Po, F. Hakimi, R. Tumminelli, and B.C. McCollum, “Er-

bium fiber laser amplifiers at 1.55 µm with pump at 1.49 µm and Yb

sensitized Er oscillator,” Opt. Fiber Commun. Conf., no.PD2, New Or-

leans, USA, 1988.

[6] M. Nakazawa, Y. Kimura, and K. Suzuki, “Efficient Er3+-doped optical

fiber amplifier pumped by a 1.48 µm InGaAsP laser diode,” Appl. Phys.

Lett., vol.54, no.4, pp.295–297, 1989.

[7] R. Olshansky, “Noise figure for erbium-doped optical fibre amplifiers,”

Electron. Lett., vol.24, no.22, pp.1363–1365, 1988.

[8] C.R. Giles, E. Desurvire, J.R. Talman, J.R. Simpson, and P.C. Becker,

“2-Gbit/s signal amplification atλ= 1.53 µm in an erbium-doped single-

mode fiber amplifier,” J. Lightwave Technol., vol.7, no,4, pp.651–656,

1989.

[9] E. Desurvire, C.R. Giles, J.R. Simpson, and J.L. Zyskind, “Efficient

erbium-doped fiber amplifier at λ =1.53 µm with high output saturation

power,” Conf. Lasers Electro-Opt., no.CPD20, Baltimore, USA, 1989.

[10] M. Nakazawa, K. Suzuki, and Y. Kimura, “20-GHz soliton amplification

and transmission with an Er3+-doped fiber,” Opt. Lett., vol.14, no.19,

pp.1065–1067, 1989.

[11] W. Koechner, “Solid State Laser Engineering,” Springer-Verlag, New

York, 1976.

[12] C.R. Giles, E. Desurvire, and J.R. Simpson, “Transient gain and cross

talk in erbium doped fiber amplifiers,” Opt. Lett., vol.14, no.16, pp.880–

– 41 –



882, 1989.

[13] K. Suzuki and M. Nakazawa, “Automatic optical soliton control us-

ing cascaded Er3+-doped fiber amplifier,” Electron. Lett., vol.14, no.26,

pp.1032–1033, 1990.

– 42 –



第3章 非線形ループミラーによる光
伝送信号の光雑音低減

3.1 はじめに
本章では，伝送路である光ファイバの非線形性が伝送特性に与える影響に

関して，光ファイバの非線形性の 1 つである自己位相変調効果（Self Phase

Modulation: SPM）を利用したファイバ型デバイスである非線形ループミラー

（Nonlinear Optical Loop Mirror: NOLM）の非線形応答特性の解析を行い，

NOLMを用いた伝送システムについて検討する．

長距離光増幅中継伝送においては，伝送距離にしたがって光雑音が蓄積し，光

信号対雑音比が劣化し，伝送距離を制限する．したがって，光雑音を低減させる

ことができれば，伝送距離を向上させることができる．例えば，オンオフ変調を

行う伝送システムにおいて，ある信号レベル以下の強度の信号をローレベルへ，

ある信号レベル以上の強度の信号をハイレベルへ整形するようなしきい特性を持

つ光デバイスを伝送路の途中に設置すれば，伝送距離を伸ばすことが可能になる

と考えられる．このような非線形特性を持つデバイスである NOLMによる増幅

自然放出光（Amplified Spontaneous Emission: ASE）雑音の除去について述

べる [1, 2]．

最初に，しきい特性を持つデバイスによる光雑音除去の原理について説明

する．次に，非線形増幅ループミラー（Nonlinear Amplifying Loop Mirror:

NALM）と呼ばれる光ファイバ型デバイスの非線形な透過特性を説明する．ま

た，実験により，強いパルス信号は透過し，弱い信号は透過しない自己スイッチ

特性を持つことを示す．非対称カプラを有する NOLMを用いて同様な結果を示

す．続いて，NALMおよび非対称カプラを有する NOLMを用いて，光雑音を
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含むパルスからの光雑音の除去の実験結果を示す．さらに，10Gbit/sで 500 km

にわたる伝送後の光ソリトン信号から光雑音の除去についての実験結果を示す．

最後に，NALMを伝送路の途中に設置して長距離伝送を実現するために必要な

NALMの出力パルスのチャープ特性について解析する．

3.2 しきい特性を持つデバイスによる光雑音除去
本章では，伝送方式として光ソリトン伝送方式を用いて検討する．光ソリトン

は，強度に比例する非線形性（SPM）と群速度分散（Group Velocity Dispersion:

GVD）とが釣り合うことによりその波形を変えずに光ファイバ中を伝搬する性

質があり，長距離光伝送を実現する方式として有効である．しかし，ファイバに

は損失があるため，その非線形性を維持するためには，損失を補償しなければな

らない．EDFA によって光ソリトン伝送におけるファイバ損失を補償すること

ができ [3, 4]，また，実際に EDFAを光増幅中継器として用いて多くの光ソリト

ン伝送の実験例が報告されている [5–8]．

しかし，EDFAは光信号を増幅する際に ASEと呼ばれる光雑音を発生する．

長距離光伝送システムにおいて，伝送距離とともに光増幅中継器として用いられ

る EDFAからの ASE が蓄積し，多数の EDFAからの ASEの蓄積は，信号対

雑音比を劣化させ，また，EDFAの利得の飽和を引き起こすこともある [9]．

ある信号レベル以下の強度の信号をローレベルへ，ある信号レベル以上の強度

の信号をハイレベルへ整形するようなしきい特性持つ光デバイスを用いれば光

雑音を除去し，信号対雑音比を改善できる．可飽和吸収体のような強度に依存

する透過特性を持つデバイスは，信号光と ASEとの強度差を利用して時間領域

で ASEを除去することができ，光伝送特性を向上させると期待される．しきい

特性を持つ様々な素子が提案されているが，fs 程度の超高速で自己スイッチ応

答（本論文ではしきい値以下の入力に対してオフとなりしきい値以上の入力に

対してオンとなるスイッチ特性を自己スイッチと呼ぶことにする）をするもの

として，N.J. Doranと D. Woodにより提案された NOLMが挙げられる [10]．

非対称カプラを有する NOLMを用いて，実験により自己スイッチ特性が観測さ

れている [11, 12]．その後，NALM と名づけられたループの片端に光増幅器を
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図 3.1 NALMの構成

接続した非線形ループがM.E. Fermannらによって実現され [13]，これは非対

称カプラを有する NOLMより小信号入力で動作するという利点を持つ．また，

NOLMの強度依存透過特性を用いて，パルス圧縮や裾の除去などの機能動作の

確認がなされ [14]，さらに，そのスイッチング特性はファイバレーザの受動モー

ド同期にも用いられている [15]．

しかし，これらのしきい特性を持つデバイスは光伝送システムに使用されてお

らず，実際に ASEが除去できることは確かめられていなかった．また，複数の

NALMや非対称カプラを有する NOLMを用いて長距離伝送を行なう場合に重

要なスイッチ後の出力パルスの周波数チャープ特性は詳細に研究されていなかっ

た．そこで，しきい特性を持つデバイスを光伝送システムに取り入れた場合の伝

送特性について検討する．

3.3 非線形ループミラーのパルス自己スイッチ特性
この節では NALM及び非対称カプラを有する NOLMの自己スイッチ特性と

呼ばれるしきい特性について述べる．

まず，NALM の透過特性について説明する．NALM は図 3.1 に示すように
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3 dBカプラ，光増幅器，ループを構成する光ファイバからなる．3 dBカプラの

ポート 1に入射した信号は，ポート 3と 4に 1：1に分けられ，ポート 3からの

信号はループの片端に接続された光増幅器により増幅された後，時計回りに伝

搬する．他方，ポート 4 からの信号はそのまま反時計回りに伝搬した後，光増

幅器により増幅される．一般に，ファイバ中を伝搬する光は SPMにより，その

強度に応じて非線形な位相変化を生じる [16]．互いに逆回りに伝搬した信号光

が 3 dBカプラで再び結合すると，その 2つの信号の位相差に応じてポート 1お

よび 2 に出力される割合が変化する．このとき，ポート 2 から出力される信号

（NALMを透過した信号）の振幅 Etrans は次で与えられる．

Etrans =
1

2
EIN

√
G exp(jn2kLG

|Ein|2
2

)− 1

2
EIN

√
G exp(jn2kL

|Ein|2
2

)

=
1

2
EIN

√
G exp(jφCW )− 1

2
EIN

√
G exp(jφCCW )

= jEIN

√
G sin(

φCW − φCCW

2
) exp(j

φCW + φCCW

2
) (3.1)

ここで EIN は入力信号光の振幅，G は光増幅器の利得，n2 は非線形係数，k

は波数，L は非線形ループの長さである．φCW = n2kLGIIN/2 と φCCW =

n2kLIIN/2は各々時計回りおよび反時計回りに伝搬する信号の SPMによる非

線形位相シフト量である．ここで，入力信号強度 IIN = |EIN |2 の関係を用い

た．透過した信号強度 Itrans は

Itrans = |Etrans|2 = IING sin2(
φCW − φCCW

2
)

= IING sin2
(

1

4
n2kL(G− 1)IIN

)

(3.2)

となる．このように透過特性は位相差 ∆φ = φCW − φCCW，したがって，互い

に逆周りに伝搬する 2つの信号の強度差に依存する．

式（3.2）により求まる入力信号強度に対する NALMの透過特性を図 3.2 に示

す．利得 Gは 10 dBとした．透過率は非線形光学効果による位相差が π/2にな

るとき最大となり，それ以下の範囲では，光強度が小さいほど透過率が小さくな

る．従って，NALMは，強度の強い信号光を透過し，強度の弱い雑音光を低減

させる働きをする．また，非対称カプラを有する NOLMに対しても同様の計算

をすることができ，強度の強い信号光を透過し，強度の弱い雑音光を低減させる
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π

図 3.2 NALMの透過特性

図 3.3 NALMを用いた自己スイッチの実験系

働きをすることがわかる．

このようにある光信号が自分自身の信号強度を変化させる（スイッチ）するこ

とを自己スイッチと呼ぶ．

最初に，パルス信号に対する NALMの自己スイッチ特性の測定を行なった．

NALMを用いた自己スイッチの実験系を図 3.3 に示す．NALMへの入力パルス

は，ゲインスイッチ動作のMQW DFB LD（Multi-Quantum Well Distributed

Feedback Laser Diode）から得られた 2.8GHz周期のチャープしたパルスを狭

帯域のファブリペロー（Fabry-Perot: FP）フィルターを通過させることにより

得られるトランスフォームリミットな 30 psの幅のパルスである [17]．このパル

スは EDFA 1，2により増幅された後，3 dBカプラ Aにより 2つに分割される．
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一方は入射信号のモニタ用であり，もう一方は，NALM を構成する 3 dB カプ

ラ B に接続している．ループ中の偏波コントローラ（Polarization Controller:

PC）は２つの互いに逆方向に伝搬する信号光の偏波を合わせるためである．透

過信号はポート 2から，また，ポート 1へ戻る反射信号は 3 dBカプラ Aを通し

て，10 psの分解能のストリークカメラおよび光スペクトラムアナライザを用い

て観測した．

NALM内の EDFAは，1.48µm InGaAsP LDによる励起光源，信号光と励

起光の波長合波用カプラおよびエルビウム添加ファイバからなる．通常は発振

防止のために用いられるアイソレータを挿入せず，双方向の信号を増幅できる

構成にした．非線形ループ用のファイバは長さが 50 km，損失が 0.23 dB/km，

波長分散が 0.7 ps/km/nm の分散シフトファイバである．モードフィールド径

が 5.7µmで通常のファイバより小さく，同じパワーに対して単位面積当りの強

度（パワー密度）は通常のファイバより大きくなるため，より小さいパワーでス

イッチすることができる．このファイバでは幅 30 ps のパルスに対して N = 1

光ソリトンのピークパワーは 0.6mWである．N = 1光ソリトンを 2ソリトン

周期だけ伝搬させるとパルス全体の位相が一様に π だけシフトして，ソリトン

スイッチ [18]が実現できるが，今回，ソリトン周期は 500 km程度であるので，

ソリトン周期の 1/10の 50 kmのファイバを用いたこの実験のスイッチはソリト

ンスイッチとしては動作しない．

図 3.4 に（a-1）入力パルス波形，（b-1）スイッチ時の典型的な透過パルス波形，

（c-1）反射パルス波形を示す．入力パルスは繰り返し 2.8GHz，パルス幅 30 ps

であり，平均パワーは +7dBmである．この場合，ループから EDFAへの入力

パルス，即ち，反時計回りに伝搬するパルスのピークは 30mW であり，また，

EDFAからループへの出力パルス，即ち，時計回りに伝搬するパルスのピークは

73mW（平均パワーで 4.5mW）であり，2つの伝搬パルスのピークパワーの差

∆P は 43mWである．このとき，EDFAの利得は 2.5 dBである．図より，透

過パルスと反射パルスを比較すると，大部分が透過し，自己スイッチが起こって

いることがわかる．また，透過パルスのパルス幅は 17 psで，入力パルスよりも

狭くなっている．この理由の一つは，NALMの透過特性に起因し [14]，ピーク
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図 3.4 NALMの自己スイッチ特性．（a-1）入力パルス波形，（b-1）NALM

を透過したパルス波形，（c-1）NALMからの反射パルス波形．（a-2）,（b-2）
および （c-2）はそれぞれ入力，透過，反射スペクトル

の周りの強い信号部分が透過し，裾のあたりの弱い信号部分が透過しないためで

あり，透過パルスは細くなる．これは可飽和吸収特性と同じである．もう一つの

理由は，ループには反時計回り，時計回りそれぞれ A = 7および A = 11の光

ソリトンが入射されていることに相当するので，GVDと SPMによる高次光ソ

リトン効果によるパルスナローイングが起こっているためと考えられる．また，

反射パルスが 2つに分離しているが，パルスの中央部分が透過し，裾の部分のみ

が反射したためである．

図 3.4（a-2），（b-2），（c-2）はそれぞれ入力，透過，反射パルスのスペクトル

を示す．これにより出力スペクトル（b-2），（c-2）は入力スペクトルから大きく

変化していることがわかる．後述するように出力パルスはループ中の SPMによ

りチャープを生じるので，スペクトルがトランスフォームリミットな値に比べて
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図 3.5 30 psのパルス入力に対する EDFA出力ピークパワーと NALM出力
ピーク強度の関係．(a) は透過特性 (b) は反射特性，連続光を仮定した理論曲
線を破線で示す

拡がっている．

図 3.5 は 30 psのパルスが入力されたとき，EDFAの出力におけるパルス（時

計回りに伝搬するパルス）のピークパワーと NALM出力パルスのピーク強度と

の関係を示したものである．(a)は透過特性を示し，(b)は反射特性を示す．第

2章で述べたように，EDFA入力信号パワーが非常に大きい領域では EDFAの

飽和のため出力は入力にかかわらず一定となってしまう．このため，入力信号パ

ワーを変化させる代わりにループ内の EDFAの励起光を変化させ，出力を変化

させて特性を調べた．NALMへの入力パワーは +7dBmである．強度が一定の

連続光であると仮定し，ファイバの損失による光強度の低下を考慮した理論曲線

を破線で示す．縦軸は任意である．n2 として，2.4 × 1016 cm2/W の値 [19] を

用いた．EDFAの出力にかかわらず，30mWのピークパワーのパルスが反時計

回りに伝搬しているので，この理論曲線は通常の NALMの入出力特性の図と比

べて φCCW に相当するパワー（30mW）だけ横軸が移動している．また，2つ

の伝搬パルスの位相差 ∆φ = φCW − φCCW = π となるときのピークパワーの

差は ∆P = 59.7mWと見積られるため，理論曲線では EDFAの出力が 90mW

のとき完全な自己スイッチが起こる．実験的にも透過および反射特性にスイッチ

特性がよく現われているのがわかる．実験値と理論値との差は，ファイバのモー

ドフィールド径の誤差，GVDを考慮していないこと，およびストリークカメラ

– 50 –



 

TRANSMITTED

EDFA 3

PC

6 : 4
COUPLER

DSF

60

40
LD FP EDFA 1 EDFA 2

図 3.6 非対称カプラを持つ NOLMを用いた非線形スイッチの実験系

の分解能によるものと考えられる．特に，スイッチオフされるべきパワーでもパ

ルス（の中央）が完全にはスイッチオフされていないが，その理由はストリーク

カメラの分解能が 10 ps程度のために窪みが完全には観測できなかったためと考

えられる．

この透過特性を用いれば，強いパルス信号は透過し，弱い信号は透過させない

ため，NALMが ASEの除去に有効であることがわかる．

図 3.6 は非対称カプラを持つ NOLMを用いた実験系であり，パルス光源は図

3.2 と同じである．6:4 の非対称カプラを用いたため，入力信号の 60 % がポー

ト 3へ，40 %がポート 4へ分岐される．

図 3.7 は（a-1）NOLM の入力および（b-1）透過信号の波形を示す．また，

（a-2）および（b-2）はそれぞれ対応するスペクトルである．入力パルスピーク

パワーは 218mW（平均パワーは 19.5mW）で入力パルス幅は 32 psである．図

3.7（b-1）から透過パルス幅が 17 psであり，強度に依存した自己スイッチング

特性と高次光ソリトン効果によるパルスナローイングのため，入力パルスより狭

くなっている．入力パルス形状が非対称で小さな裾を引きずっているが，出力波

形は対称であることがわかる．これは NOLMが波形整形効果を持っていること

を示している．NALMと NOLMの透過パルス幅はほとんど同じであるのにも

かかわらず，図 3.4（b-2）と図 3.7（b-2）から NOLMを透過した信号のスペク

トルが NALMを透過したスペクトルよりずっと広いこともわかる．これは 6:4

の非対称カプラを持つ NOLM構成では入力信号パワーの 20%だけが非線形位

相差に貢献するためであり，したがって，非対称カプラを持つ NOLMのパルス

– 51 –



図 3.7 NOLMの自己スイッチ特性．（a-1）と（b-1）は入力および透過信号
波形．（a-2）と（b-2）はそれぞれ入力および透過スペクトル
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図 3.8 入力信号のピークパワーと NOLMを透過した信号のピーク強度の関
係．破線は連続光を仮定した理論曲線を示す

は十分に強くなければ完全なスイッチングのための位相差を得られない．この

結果大きなチャープとスペクトル幅の拡大を引き起こす．

入力信号のピークパワーと NOLM を透過した信号のピーク強度の関係を図

3.8 に示す．破線は連続光に対する理論曲線を示す．NALM の場合と同様の自

己スイッチ特性が見られる．
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図 3.9 NALM または NOLM による ASE を伴うパルスからの ASE の除
去．(a)は NALMへの入力信号波形，(b)は NALMからの出力波形．(c)は
NOLMへの入力信号波形，(d)は NOLMからの出力波形

3.4 光雑音を持つパルス信号の光雑音低減
前節で説明したように，NALMや非対称カプラを有する NOLMは強い信号

を通過させ，弱い信号を通さないしきいデバイスとして働く．従って，この特性

を EDFAによって蓄積した ASEの除去に利用できる．

図 3.9 (a)，(b)は NALMを用いることにより ASEを伴うパルスからの ASE

の除去の一例を示したものである．(a)は入力波形，(b)は透過波形である．最初

の EDFAの前に光減衰器を挿入し，その損失を補うように後段に 4つの EDFA

を置き，合わせて 55 dB以上の非常に大きな利得で動作させて ASEの多い信号

を発生させた．NALMへの ASEを含む全入力パワーは +10.4 dBmである．ま

た，NALM 中の EDFA への全入力パワーおよび全出力パワーは 5.5mW およ

び 7.5mWで，その時の EDFAの利得は 1.3 dBであった．図 3.9(a)，(b)より

ASEを除いたパルスのピークパワーと ASEパワーとの比が入力波形では 3.0:1

であったものが， 透過波形においては 11.2:1 になっており，約 75%の ASEが

除去されていることがわかる．時計回りと反時計回りの伝搬パルスのピークパ
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ワーの差 ∆P は 4.5mW，ASEの差は 1.5mWと計算され，その位相差 ∆φは

0.075π，0.025πと小さいのであるが，このような場合でも ASEの除去が可能で

あった．非線形ループを伝搬中のパルスの波形変化を考慮せず，ループ内の損失

のみを考慮して式（3.2）を用いると理論的には，9.0:1になると求められるが，

図 3.5における実験結果と理論値の差と同様に差が生じた．理論計算に用いた係

数の見積もり誤差やパルスの波形変化を考慮していないためと考えられる．

図 3.9(c)，(d) は非対称カプラを持つ NOLM を用いた ASE の除去を示す．

NOLM への全入力パワーは 23.1mW である．図 3.7(c) より，入力パルスに

おいて ASE を除いたパルスのピークパワーと ASE パワーは各々 93mW 及び

14.5mWである．信号ピーク強度と ASE強度の比は NOLMの入力では 6.4:1

だったが，NOLM の出力では 10.2:1 に改善された．NOLM を用いても ASE

が低減できることを意味している．波形変化を考慮しない理論式では 35:1 に

低減されると見積もられるが，実験結果との差は大きい．非対称カプラを持つ

NOLMでは，非線形ループを伝搬するパルスのピークパワーが非常に大きいた

め，パルスの波形の変化の影響が大きいためと考えられる．

3.5 伝送後の光ソリトン信号の光雑音低減
この節では，NALMや非対称カプラ NOLMを用いることにより，実際に伝

送後の 10Gbit/s光ソリトン信号から光雑音を低減する実験について述べる．

まず最初に，パルス幅 40 ps の 10Gbit/s<1100>データ信号に対するスイッ

チ特性を調べた．データ信号は 10GHzのトランスフォームリミットなパルスを

LiNbO3 マッハツェンダ光変調器を用いて変調して発生させた．図 3.10 (a) は

NALM 中の EDFA からループへの出力信号のピークパワーと NALM を透過

および反射した信号のピーク強度の関係を示したものである．NALMへの入力

パワーは +7dBmである．横軸は図 3.5に合わせている．増幅されずに NALM

を反時計回りに伝搬する信号のピークパワーは 12.5mWであるので，この構成

でのスイッチ特性は通常の NALM の入出力特性より，12.5mW だけ右側へ移

動していることになる．伝搬するパルスのパワーが小さいために，透過と反射強

度の差は図 3.5に比べて明瞭でないもののスイッチ特性が現われていることがわ
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図 3.10 10Gbit<1100>データ信号の自己スイッチ特性．(a)NALM 中の
EDFA からループへの出力信号のピークパワーと NALM を透過および反射
した信号のピークパワーの関係．破線は理論曲線を示す．(b)NOLM への入
力信号のピークパワーと NOLMを透過した信号のピークパワーの関係
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図 3.11 10 Gbit/s - 500 km伝送信号の NALMによる雑音の低減の実験系

かる．図 3.10(b)は非対称カプラを有する NOLMへ入力信号のピークパワーと

透過信号のピークパワーの関係を示す．横軸は図 3.5に合わせている．明瞭では

ないものの，NALMと同様にスイッチング特性が見られた．

10Gbit/s - 500 km伝送信号の NALMあるいは NOLMによる光雑音の低減

の実験系を図 3.11 に示す．光ソリトンの伝送には，EDFAを用いた光増幅中継

とファイバ中の光ソリトン伝搬を繰り返すいわゆるダイナミックソリトン伝送

法を用いた [4, 5]．ファイバの損失を考慮して，規格化振幅 A = 1.6の光ソリト

ンが各伝送用ファイバへ入射された．各ファイバは 50 km の分散シフトファイ

バで，GVDは 1.2∼2.1 ps/km/nm（平均 1.6 ps/km/nm）であり，N = 1光ソ

リトンパワーは 40 psの光ソリトンに対して 0.5∼1.0mW（平均 0.8mW）に相
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図 3.12 NALM あるいは NOLM を用いた 10Gbit/s <1100>光ソリトン
伝送信号の ASE の除去．(a) は 0 km における光ソリトンパルス，(b) は
500 km伝送後で NALMに入射前の光ソリトンパルス，(c)は NALMを透過
後のパルス．(d) は 500 km 伝送後で NOLM に入射前の光ソリトンパルス，
(e)は NOLMを透過後のパルス

当する．500 km 伝送された光ソリトンは NALMに入射され，透過信号をスト

リークカメラにより観測した．

その実験結果を図 3.12 に示す．図 (a) は 0 km における光ソリトンパルス，

(b) は 500 km 伝送後で NALM に入射前の光ソリトンパルス，(c) は NALM

を透過後のパルスである．NALM へ入射された全パワーは +7dBm であり，

NALM中の EDFAの利得は 4.7 dBである．図 (b)，(c)より ASEを含まない

信号のピークと ASE との比は NALM 入射前は 17.4 : 1 であったのに対して，

透過後は 24.9 : 1となっている．これにより，実際に 500 km伝搬することによ

り ASEが蓄積された信号に対してその ASEが除去されていることがわかる．

パルスのピークパワーの差 ∆P は 19.5mW で，位相差 ∆φ は 0.33π と計算
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されるので式（3.2）よりパルスピークは 24% 程度透過し，一方，ASE の位相

差 ∆φは 0.02π と計算されるのでその透過は 0.09%程度で，波形変化を考慮し

ない近似的な理論式では NALM透過後の信号のピークと ASEとの比は 277：1

と計算できるが，実験値は理論値ほど ASE が除去されていない．これは，前

述の非線形ループを伝搬するパルスの波形変化を考慮していないことに加えて，

NALM内の EDFAより発生した ASEが無視できないため，および，ストリー

クカメラの画像上には光検出器の補正できない暗電流成分が見かけ上存在するた

め，理論値より多い雑音成分が観測されたと考えられる．また，NALM入射前

のパルスのパルス幅は 38 psであるが，透過したパルスは 28 psであり，パルス

のナローイングが起こっている．

ここで，ループミラー中に挿入されている EDFA で発生する ASE について

考察する．ループ中の EDFAにより発生した ASEは NALMを構成する 3 dB

カプラーで分けられるだけで，スイッチされずにそのまま透過信号に現われる．

透過信号強度が強いときは問題とならないが，信号の透過率が小さいときにはこ

の ASEによる寄与が大きくなり，信号と ASEとの比があまり良くならないこ

とに注意する必要がある．

図 3.12(d) は 500 km 伝送後で NOLM に入射前の光ソリトンパルス，(e)

は NOLM を透過後のパルスである．NOLM への全入力パワーは 23.7mW

である．図 (d) より ASE を除いた NOLM への入力信号のピークパワーは

85.3mW，ASE のパワーは 5.8mW と見積もられる．信号のピークと ASE と

の比は NOLM入射前は 14.7 : 1であったのに対して，透過後は 24.0 : 1となり，

非対称カプラを有する NOLMによっても 500 km伝送後の信号の ASEを低減

した．単純な理論では NOLM透過後の信号のピークと ASEとの比は 79：1と

計算できるが，実験値は理論値ほど ASE が除去されていないのは，NALM の

場合と同様である．パルスの波形変化を考慮していないため．および，NOLM

ではループ内で ASEは発生しないが，ストリークカメラ画像上の暗電流成分に

より，理論値より多い雑音成分が観測されたためと考えられる．NOLM入射前

は 42 psのパルスが，透過後に 36 psになり，パルスのナローイングが起こって

いる．この実験条件では NALMと NOLMの ASEの低減の効率はほぼ同じで
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あった．

このようにして，実際に伝送された信号からの ASE の除去が実現できるが，

自己スイッチ後の波形を用いて光ソリトンを伝搬させるとどのように伝搬するの

か．その後の実験では，透過後のパルスは伝搬とともに波形歪みが生じ，長距離

伝搬はできないことがわかった．これは，NALMや NOLMの出力パルスはス

ペクトル幅がトランスフォームリミットでなく，周波数チャープがあるためと考

えられる．

3.6 非線形ループミラーのチャープ特性
ループ内に光ソリトンを伝搬させてスイッチする光ソリトンスイッチは，光ソ

リトンの効果によりパルス内の位相が一様になるため完全な自己スイッチング

が実現でき，チャープも生じないが，時計回りと反時計回りに大きな強度差を設

けられないため，長いファイバ長が必要になり，光通信に用いるには適当ではな

い．光ソリトンスイッチの条件でない場合は，パルス波形は 100% のスイッチ

ングが不可能であり，また，透過波形に周波数チャープを引き起こし，出力の

チャープしたパルスは長距離伝送のための信号，特に光ソリトンとして再利用す

ることは不適当であることが，前節の後の実験によりわかった．

前節までの実験により，NALMと非対称カプラを有する NOLMを比べると，

NALM の方がスペクトル広がりが小さく，周波数チャープが小さい．そこで，

この節では，NALMを用いた自己スイッチの出力信号のチャープ特性について

解析する．

NALMを通過した信号の振幅Etransは式（3.1）で与えられ，これをEtrans =

|Etrans| exp(jφtrans)の形で表せば，透過信号の位相 φtrans は

φtrans =
φCW + φCCW

2
+

π

2
=

G+ 1

2
n2kL

|EIN |2
2

+
π

2
(3.3)

となる．このことは透過信号の位相 φtrans は２つの互いに反対方向に伝搬した

信号の位相の平均となることを意味する．特に，NALM内の光増幅器の利得 G

が大きいとき，増幅されない側の信号による位相 φCCW = φCW /Gは無視でき

るので，透過信号の位相 φは増幅されてループ内を伝搬した信号の位相 φCW の
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図 3.13 計算によって求めた NALM透過前後のパルスの波形，位相，周波数
チャープおよびスペクトル

1/2 になることがわかる．また，透過信号の位相 φtrans は入力信号の瞬時強度

に比例するので，パルス波形の透過信号は周波数チャープが避けられないことも

わかる．式（3.3）は非線形位相差 ∆φを用いて次式で書ける．

φtrans =
1

2

G+ 1

G− 1
∆φ+

π

2
(3.4)

NALM内の利得が小さく 1に近いとき，同じスイッチング効率であっても周波

数チャープが大きくなる．従って，チャープの小さいスイッチングのためには大

きな利得が望ましい．

図 3.13 はパルスピークの透過率が 1，反射率が 0となる場合について，計算

によって求めた NALM透過後のパルス波形，位相，周波数チャープ，およびス

ペクトルである．入力波形はソリトン（sech2）型，利得は 10 dBで，片方のパル

スのピークの位相 φCW が 10/9π，もう一方のパルスのピークの位相 φCCW が
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図 3.14 NALM透過後のパルスの ∆ν，∆τ，∆ν∆τ の計算値．(a)入力パル
ス波形は sech2 型．(b)入力パルス波形はガウス型

1/9π となる条件で計算した．このとき，ループ内を互いに逆方向に伝搬する 2

つのパルスのピークにおける位相差∆φが πとなり，ピークの透過率が 100%に

なる．出力波形のピークを 1 に規格化し，図示した．この図よりパルス波形に

沿って，位相 φの変化とそれによる周波数チャープが存在し，トランスフォーム

リミットなパルスでなくなることがわかる．また，比較のために，入力パルス波

形を示すが，透過出力波形はパルス幅が 0.75倍になると同時に，スイッチング

により裾の部分が抑えられるため，フィッテイングするとガウス波形に似た形と

なっている．

図 3.14 (a) は NALM の透過パルスのスペクトル幅 ∆ν，パルス幅∆τ，スペ

クトル幅パルス幅積 ∆ν∆τ の計算値を図示したものである．入力パルスの波形
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は sech2 型で，パルス幅を 1に規格化した．∆ν∆τ の値は周波数チャープの程

度を示し，周波数チャープが無い場合は波形で定まる最小の値となり，チャープ

が大きくなると ∆ν∆τ の値が大きくなる．ループ内を伝搬する２つのパルスの

ピークの位相差 ∆φが π になるときの入力パワーを 1と規格化したが，これは

図 3.13の状態に対応する．透過パルスのパルス幅 ∆τ は 0.56から 0.75にまで

変化し，強度に依存した透過率特性のため入力より狭まることがわかる．透過後

の ∆ν∆τ の値が入力（= 0.315）とは異なるのは，一つには波形がガウス波形

（= 0.44）に近くなっているためであり，もう一つには，規格化パワーが 0.3を

越える辺り，即ち，∆φが 0.3π となるパワー辺りから周波数チャープが顕著に

なるためであると考えられる．

図 3.14(b) はガウス型入力パルスに対する NALM の透過パルスの ∆ν，∆τ，

∆ν∆τ の計算値である．ガウス型のパルスはスイッチングによる波形変化が小

さく，∆ν∆τ の変化は主に周波数チャープによるものと考えられる．規格化パ

ワーがほぼ 0.3以下の領域では∆ν∆τ の値がほぼ元の 0.44の値を維持している

が，規格化入力パワーが 0.3を超えるあたりから ∆ν∆τ の値が元の値から増加

し，チャープが顕著になることがわかる．

少量の周波数チャープのある光ソリトンは伝搬においてチャープの影響が小

さく，また伝搬するにつれてチャープが補正される．あるいは，チャープが少量

であれば，1.3µmゼロ分散波長ファイバなど異常分散媒質を用いてチャープ補

償を行い，トランスフォームリミットなパルスに変換でき，その場合のパルス幅

の変化も小さい．したがって，チャープが少量であれば，NALM透過後も長距

離にわたって光ソリトンを伝搬できると考えられる．

入力パワーが小さく，従って非線形な位相が小さいとき，式（3.2）の透過信号

強度は次式に近似できる．

Itrans = IING sin2(
1

4
n2kL(G− 1)IIN )

≈ 1

16
G[(G− 1)n2kL]

2I3IN (3.5)

したがって，入力パワーが小さいとき，透過率は低くなるものの，Itrans が I3IN

に比例することから，入力パワーが小さくともナローイングおよび ASEの除去

が実現できることがわかる．以上の考察より，NALMにおける非線形な位相差
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が 0.3π 以下となる入力パワーの時は比較的チャープが小さい自己スイッチが実

現でき，ASE除去後も長距離伝送が可能であると考えられる．

非対称カプラを有する NOLM と NALM を比較すると，NOLM を透過した

信号は NALM を透過した信号よりチャープが大きくなる．これは，ループミ

ラーを透過する信号の透過率は，互いに反対方向に伝搬する 2つの信号の強度差

により決まるのに対して，出力信号の位相はおよそその 2 つの信号の平均に比

例することによる．非対称カプラを有する NOLMでは分岐比の差が 2つの信号

の強度差になり，例えば 6:4の非対称カプラを用いた場合は入力信号強度の 1/5

に過ぎないが，NALMでは 2つの信号の強度差は増幅後の信号強度とほぼ等し

い．したがって，同じ透過率，すなわち同じ強度差であれば，非対称カプラを

有する NOLMの出力位相は NALMの出力位相に比べて著しく大きくなる．非

対称カプラの分岐比が α : 1 − αの NOLMの透過信号は NALMの透過信号の

α/(1 − α）の倍のチャープがあると理論的に見積もることができる．したがっ

て，非対称の程度の小さいカプラ（α ∼ 0.5）を持つ NOLMは消光比は大きく

なるが，スイッチングパワーが大きく，かつチャープも大きくなるため伝送路の

途中に用いるのには適さない．一方，NALMは消光比が大きく，スイッチング

パワーもチャープも小さいというメリットがあるが，既に述べたように出力にス

イッチされない ASEを付加してしまうという課題がある．

この研究の後，NALM と同様の構成で光増幅する代わりに光損失させるこ

とにより，伝搬する信号光の強度差を与える非線形ループミラーが提案され

た [20]．これは ASEを発生せず，消光比が大きくスイッチングパワーもチャー

プも小さいという利点を備えている．

3.7 まとめ
本章では，長距離光伝送システムにおいて，光増幅中継器により発生する ASE

の蓄積による伝送距離制限を克服するために，非線形な応答等特性としてしきい

特性を持つ光デバイスを用いて，光雑音を低減させることを研究した．光増幅中

継過程で蓄積された ASEを NALMや非対称カプラを有する NOLMを用いる

ことによって低減する技術を提案し，光雑音を低減できることを実証した．
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最初に，しきい特性をもつデバイスを伝送路中に用いることにより光雑音を

低減できる原理を示した．次に，NALM の非線形透過特性を述べ，NALM が

ASEの除去に有効であることを示した．そして，30 psのパルスを用いた実験に

より，NALM及び NOLMが強い信号を透過し，弱い信号を透過しない自己ス

イッチング特性を持つことを示した．次に，NALM もしくは NOLMを用いる

ことにより，ASEを持つパルスから ASEを低減できることを示した．さらに，

500 km にわたって伝搬して ASE が蓄積した 10Gbit/s 光ソリトン信号におい

て，信号のピークと ASE との比が 17.4 : 1 であったものが，NALM 透過後は

24.9 : 1に改善されたことを示した．非対称カプラを有する NOLMを用いても

同様の改善が得られた．しかしながら，NALMや NOLMを透過した信号には

周波数チャープが存在し，チャープを有する信号はその後の光ソリトン伝送には

適さない．このチャープは光ソリトンスイッチ以外の SPMを用いるスイッチに

は必ず存在するが，高利得の光増幅器を有する NALMにおいて，非線形な位相

差が 0.3π 以下の時は比較的チャープが小さいスイッチを実現できることを数値

解析により示した．
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第4章 InPマッハツェンダ光変調器
における非線形な電気光学効
果の光伝送特性への影響

4.1 はじめに
本章では，光送受信器の非線形性応答特性の例として，InP マッハツェンダ

（Mach-Zehnder: MZ）光変調器における電気光学（Electro-Optic: EO）効果

の非線形が変調特性や伝送特性に与える影響について述べる．

MZ光変調器は，電界印加による屈折率変化，すなわち，EO効果により，干

渉させている 2つの光路間の位相差を変えることによって光変調を行うもので，

光通信用の外部変調器として広く用いられている．導波路伝搬損失が低く，EO

効果の一つであるポッケルス効果の比例定数が大きいことから MZ 光変調器を

構成する光導波路の材料としてニオブ酸リチウム（LiNbO3: LN）が多く用いら

れてきた．

近年の光通信の大容量化の進展は著しく，伝送装置に多くの光トランシーバを

収納し，光伝送装置当たりの伝送容量を大容量化することが求められている．そ

のためには，光トランシーバの小型化が必要であり，光トランシーバを構成する

光部品の小型化が必要となる．

InP 系半導体は，ポッケルス効果に加えて量子閉じ込めシュタルク効果

（Quantum Confined Stark Effect: QCSE）に起因する EO 効果を利用するこ

とができ，InP系半導体を用いたMZ変調器は LNを用いたMZ変調器に比べ

て駆動電圧の低減が，同じ駆動電圧であれば大幅な小型化が可能となる [1–6]．

このため，CFP（Century Form-factor Pluggable），CFP2 といった次世代の
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ディジタルコヒーレント向けの挿抜可能な小型光トランシーバのキーデバイスと

して注目されている [7, 8]．

しかし，InP 系半導体の EO 効果は印加電圧に対して位相変化が線形では無

く，また，印加電圧の増加に従って吸収が増加するという非線形特性が存在す

る．以降，本論文ではこれを EO 非線形性と呼ぶことにする．こうした EO 非

線形性を考慮した InP MZ 変調器の伝送システムへの適用に関していくつかの

報告 [9, 10]があるが，EO非線形性の有無による伝送特性の違いについて比較

検討されていなかった．

本章では，InP 系半導体の EO 非線形性のモデルをもとに計算機シミュレー

ションを用いて変調特性，伝送特性を詳細に検討する．4.2節では，InP系半導

体の EO 非線形性の性質と以降のシミュレーションで用いるモデルについて述

べる．4.3節では強度変調方式における変調特性への影響を，4.4節では位相変

調方式における変調特性・伝送特性への影響を述べる．

4.2 InP系半導体の EO非線形性
InP 系半導体を用いた光変調器は，光導波路のコア層として多重量子井戸

（Multiquantum Well: MQW）構造を用いており，電界を印加すると QCSEに

より吸収係数の変化が生じる [11]．吸収係数と屈折率にはクラマース・クロー

ニッヒの関係がありMQWの吸収が電界に依存して変化すると，同時に屈折率

が変化する．InP系半導体は，ポッケルス効果に加えて QCSEによる EO効果

を利用することができる．また，半導体は微細加工技術が成熟しており，導波路

内への有効な光の閉じ込めおよび電界の光導波路への効率的な印加が可能であ

る．これらにより，単位長さあたりの EO効果の効率を LNより大きくすること

ができ，LNを用いた変調器に比べて駆動電圧の低減，または同じ駆動電圧であ

れば大幅な小型化が可能となる．

InP 系半導体を用いた光変調器は，i 型 MQW コア層の上下に InP クラッド

層を形成して光導波路構造を構成し，半導体 pin接合構造（あるいは npin接合

構造 [12]）に負の電圧（逆バイアス電圧）を印加することによりMQWコア層

に電界を印加し，コア層の屈折率変化による位相変化を利用する．QCSE によ
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る位相変化は電圧に対して線形では無く，非線形特性を持つ．また，吸収による

光強度低下も生じる．これらが InP MZ変調器の EO非線形性と呼ばれるもの

である．

文献 [13]は，InP MZ変調器に用いた InGaAsP/InP MQWコア層を有する

長さ 600µm の半導体光導波路の屈折率変化および吸収変化の電圧依存性の測

定データを報告している．本論文ではこの値を用いてシミュレーションを行う．

QCSEによる位相変化は印加電圧に比例する項と印加電圧の 2乗に比例する項

の和で表される [14]．文献 [13] は，位相 φ の測定値を印加電圧 V の 2 次式に

カーブフィッティングして係数を求め，また，光吸収 α の測定値を指数関数に

カーブフィッティングして係数を求めており，本論文ではこれらの式による値を

用いた．シミュレーションに用いた電圧と位相変化および吸収変化の関係式と

係数を次に示す．

φ(V ) = p1V + p2V
2 (4.1)

α(V ) = (a1V )a2 (4.2)

ただし，V ≦ 0 である．係数は信号波長と MQW の吸収端との波長差（デ

チューニング）に依存する．本論文では信号波長を文献 [13] の Fig. 2a の中央

の曲線である波長 1546 nmとし [16]，p1 = −0.46 rad/V，p2 = 0.082 rad/V2,

a1 = −0.19V−1, a2 = 5.1の値を用いた．

図 4.1(a)に本論文で計算に使用した電圧-位相変化を，図 4.1(b)に電圧-吸収

変化を示す．位相変化は，電圧が原点から離れるにしたがって効率が増加し，下

に凸の曲線を描くことがわかる．吸収変化は，電圧が原点に近い間は僅かである

が，電圧が原点から離れるにしたがって徐々に増加し，電圧がさらに原点から離

れると指数関数的に急激に増加する特性を示す．

また，InGaAs/InAlAs MQW コア層を持つ InP系半導体光導波路の EO効

果 [15] を用いた MZ 変調器も広く作製されている [1, 2]．その EO 非線形性

は，InGaAsP/InP MQWコア層を持つ半導体光導波路と類似した電圧-位相特

性を示すが，同じ位相変化を生じる電圧において吸収が小さいという特長を持

つ [2, 10]．

InP 系半導体を用いたデュアル駆動 MZ 変調器の動作について簡単に説明す
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図 4.1 本論文で用いた InP系半導体導波路の特性．(a)電圧-位相特性．(b)

電圧-吸収特性

る．図 4.2に InP MZ変調器の模式図を示す．左右 2つの光導波路で干渉計を

構成しており，各光導波路の変調電極に電圧を印加し位相差を変化させ変調を行

う．MZ変調器への入力光電界を Ein，左側のアームの電圧印加 VL による位相

および吸収変化を φ(VL)，α(VL)，右側のアームの電圧印加 VR による位相およ

び吸収変化を φ(VR)，α(VR)とすると InP MZ変調器の出力光電界は，

E =

[

1

2
exp

(

−α(VL)

2
− jφ(VL)

)

+
1

2
exp

(

−α(VR)

2
− jφ(VR)− jφ0

)]

Ein

(4.3)

となる．ここで，φ0 は駆動電圧無印加時の 2つのアームの位相差である．信号
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図 4.2 InP MZ変調器の模式図

を駆動するための電極とは別に，電流注入 [17]または電圧印加 [18]により位相

差を制御する電極（動作点制御電極）を設けることにより，信号駆動用の電極の

動作条件を変えることなく位相差 φ0 を調整することができる．マッハツェンダ

干渉計の入出力カプラの分岐比は理想的（= 0.5）であり，QCSE以外の光損失

の影響は無視できるとした．

デュアル駆動変調動作時には両アームの変調電極に対して，それぞれ個別に同

じ変調バイアス電圧 Vb を印加し，Vb を中心に駆動電圧 ∆V が反対称に

VL = Vb +∆V (4.4)

VR = Vb −∆V (4.5)

となるように印加する．∆V は 0Vを中心として正負に対称な値をとるとする．

これはプッシュプル駆動と呼ばれる．変調バイアス電圧 Vb は，半導体の pin接

合を逆バイアス状態に維持するためと，変調バイアス電圧の大きさにより変調効

率を制御するための 2つの役割を持つ．変調バイアス電圧 Vb 近傍で位相差 π を

生じる電圧差を Vπ とすると Vπ は

Vπ = − π

p1 + 2p2Vb

(4.6)

と求まる [19]．Vπ が Vb 依存性を持つことから，変調バイアス電圧 Vb により変

調効率を制御できる．

φ0 = π として，変調バイアス電圧 Vb を −3.1V に設定し，∆V を 4Vpp で

プッシュプル駆動を行った場合の駆動電圧∆V と光出力パワー S = |E|2 の関係
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図 4.3 プッシュプル駆動時の出力特性．(a) Vb = −3.1V．(b) Vb = −1.92V

を図 4.3(a)に示す．ここで，Ein = 1に正規化すると，吸収と干渉により光パ

ワーは 0 から 1 の範囲になる．以降の解析においても，吸収が無い場合の最大

の光パワーを 1 とした同様の記法を用いる．∆V = 0V のときに光出力パワー

が 0，∆V = ±1.5V において光出力が最大になり，|V | > 1.5V では光出力が

ピークより減少することがわかる．

2 値位相変調（Binary Phase Shift Keying: BPSK）を行う場合には，駆動

電圧を印加しない状態で光強度が最小になるように位相差 φ0 を調整し，駆動

信号電圧の高レベルおよび低レベルでそれぞれ光強度が最大の点に一致するよ

うに駆動する．また，図 4.3(a) から ∆V = 0 を境にして左右対称になってい
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ることがわかる．これは，電圧-位相，電圧-吸収特性の等しい左右の導波路に対

して，印加電圧が反対称になるようにプッシュプル駆動を行っているために，

∆V = 1.5Vの場合，VL = −1.6V，VR = −4.6Vになり，∆V = −1.5Vの場

合は，VL = −4.6V，VR = −1.6V になるというように，駆動電圧の正負を切

り替えることが左右の導波路の位相特性および吸収特性を入れ替えることと等

価で，式（4.3）からわかるように，符号が反転する以外は出力特性が等しくな

るためである．また，直観的には，例えば吸収について，左側導波路の吸収は

∆V > 0 では ∆V = 0 のときより小さく，∆V < 0 では ∆V = 0 のときより

大きいが，右側導波路の吸収は逆に ∆V > 0 では ∆V = 0 のときより大きく，

∆V < 0では ∆V = 0のときより小さくなるため，∆V = 0に対して左右対称

の電圧での吸収が等しくなるためとも説明できる．

このように，2つのアームに同一 Vb を印加し，同一 ∆V でプッシュプル駆動

を行うという動作上の工夫を行うことにより，EO非線形性の影響が低減され．

例えば，電圧に依存した吸収変化がある場合でも，出力光強度は低下するが，

BPSK変調を行った場合の 0とπの符号に強度差が生じないことがわかる．

後の 4.3節および 4.4節で考察する条件である Vb = −1.92Vに設定し，∆V

を 3.84Vpp でプッシュプル駆動を行った場合の ∆V と S の関係を図 4.3(b)に

示す．半導体導波路に正電圧を印加できないため |∆V | の最大値は |Vb| になる

ので ∆V が 3.84Vpp 以下の範囲を示した．

図 4.4(a)-(c)に，Vb を変えてプッシュプル駆動した場合のコンステレーショ

ン軌跡を示す．また，図 4.4(d)に線形な場合にプッシュプル駆動した場合のコ

ンステレーション軌跡を示す．これは，図 4.2 のような EO 非線形性が無い場

合である．図 4.4(a)-(c) では，Vb = −1.92V，−3.1V，−3.9V として，Vb を

変えたときに ∆V の両端が図 4.3 のような出力特性のピーク出力位置に一致す

るように駆動電圧を調整した．それぞれ駆動電圧 ∆V は，3.84Vpp，3.0Vpp，

2.59Vpp になる．図 4.4(a)-(c) から EO 非線形性によりコンステレーション軌

跡が S字型に曲がっていることがわかる．また，|Vb|が小さい場合に曲りが大き

く，|Vb|を大きくするにしたがって曲りが小さくなることもわかる．

これは次からも理解できる．位相変化 φ(V )を変調バイアス点 Vb のまわりに
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図 4.4 コンステレーション軌跡．(a) Vb = −1.92V．(b) Vb = −3.1V．(c)

Vb = −3.9V．(d)線形な場合

2次までにテイラー展開すると

φ(V ) = φ(Vb) + φ′(Vb)(V − Vb) + φ′′(Vb)(V − Vb)
2/2

= (p1Vb + p2V
2
b ) + (p1 + 2p2Vb)(V − Vb) + p2(V − Vb)

2 (4.7)

となる．高次成分が大きくなると，非線形性が増す．そこで，高次成分（この場

合は 2次成分のみ）と 1次成分の係数の比をとって位相特性の非線形指数 F と

定義すると
F = p2/(p1 + 2p2Vb) (4.8)
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となる．|Vb| が大きくなるにしたがって，非線形指数は小さくなり，Vb 近傍の

位相特性は線形に近づくことがわかる．図 4.4(a)，(b)，(c) の条件における非

線形指数は，それぞれ (a) F = 0.105V−1，(b) 0.085V−1，(c) 0.075V−1 であ

る．|Vb|が大きい方が位相の線形性は良いが，|Vb|を大きくすると吸収損失が増

加し，出力光振幅が低下することに注意する必要がある．

また，2値位相変調動作を行う場合，Vb を変えたときに ∆V の両端が出力特

性のピーク出力位置に一致するように駆動電圧を調整すれば，|Vb|を大きくする

と |Vb ± V |の最小値は大きくなり，|Vb|を小さくすると |Vb ± V |の最小値は小

さくなる．一方，印加電圧 V ≦ 0でなければならない．図 4.4(a)の条件のとき

|Vb ± V |の最小値が 0であるので，|Vb|を図 4.4(a)の条件以下の値にできない．

よって，非線形指数は図 4.4(a)の条件の値が最大値になる．図 4.4(a)の条件は，

通常使用する条件より EO非線形性が過大な状態であるが，この条件で動作検証

すれば，通常使用する条件において EO非線形性の影響はそれ以下であり最悪値

の目安となる．そこで，以降は図 4.4(a)の Vb = −1.92Vの条件で検討した．な

お，この条件におけるプッシュプル駆動時の出力特性は図 4.3(b)に示している．

4.3 強度変調方式における影響
4.3.1 時間波形と周波数チャープ

本節では，強度変調方式における InP MZ変調器の EO非線形性の影響につ

いて述べる．強度変調は，図 4.3の出力特性において，∆V = 0のときに光出力

が最大と最小の中間値になるように位相差 φ0 を調整して動作点を移動し，∆V

の最大値および最小値で，それぞれ光強度が最大および最小（あるいはその逆）

になるように変調を行う．吸収が無い場合，φ0 = ±π/2かつ駆動電圧による位

相変化が π になるように Vb を設定すれば良いが，吸収がある場合は，吸収によ

り，その設定では ∆V の最大値および最小値で，光強度の最大や最小にはなら

ない．そこで，∆V が最大のときに光パワーが最小からちょうど折り返し，∆V

が最小のときに光パワーが最大からちょうど折り返すように Vb，∆V および φ0

を探索して設定した．
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図 4.5 強度変調時の光アイ波形（上段）と周波数チャープ（下段）．(a)

Vb = −1.92 V. (b)線形な場合

EO非線形がある場合に 10.7Gbit/sの NRZ（Non Return to Zero）信号で強

度変調を行った場合の光アイ波形および周波数チャープの計算結果を図 4.5(a)

に示す．周波数チャープは〟010〟と変調した場合の結果で，図には強度波形も

同時に示した．外部変調器の周波数チャープ C は，

C = 2S
dϕ/dt

dS/dt
= 2S

dϕ

dS
(4.9)

で求められる [20]．ここで，S はMZ変調器の光出力パワー，ϕは光出力電界の

位相である．図の時間軸の単位はUI（Unit Interval）であり，1 UIは 1ビット間

隔に相当する．電気パルス波形として符号遷移時の波形が時間対称である二乗余

弦波形を用いた．非線形指数 F = 0.105V−1 の条件，すなわち，Vb = −1.92V

に設定し，このとき，∆V = 2.00Vpp，φ0 = 0.509π となった．比較として図

4.4(d)の線形の場合を図 4.5(b)に示す．両者の光アイ波形に大きな違いが無く，

クロスポイントはどちらも 50％になる．

一方，チャープ特性において，EO非線形性が無い場合はチャープが無いが，
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図 4.6 周波数チャープ．(a)EO 線形で非対称駆動 φ0 = 0.5π．(b)EO 線形
で非対称駆動 φ0 = −0.5π．(c)EO 非線形 Vb = −1.92V，φ0 = 0.509π．
(d)EO非線形 Vb = −1.92V，φ0 = −0.509π

EO非線形性がある場合はチャープがあり，パルスの立ち上がりと立下りでパル

スの中心に対して点対称なチャープ特性を示している．

MZ 光変調器のチャープは，カプラの分岐比の 50 ％からのずれや挿入損の

アーム間差，非対称駆動等の非対称性がある場合にも生じる [21]．そこで，非対

称性によるチャープと EO非線形性によるチャープの特性を比較した．

EO線形で非対称な場合として，図 4.6(a)に，左側のアームを駆動電圧のピー

クピーク値（peak-to-peak value）0.55Vπ，右側のアームを駆動電圧のピーク

ピーク値 0.45Vπ で非対称に駆動し，位相差 φ0 = 0.5π とした場合を示す．ま

た，図 4.6(b)に，図 4.6(a)と同じ駆動電圧で位相差 φ0 = −0.5πとした場合を示

す．ここで Vπ は EO線形な場合に位相差 π を生じる電圧差である．図 4.6(a)，
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(b)はMZ変調器の αパラメータ [21]がそれぞれ α = −0.1，0.1に相当し，負

のチャープ，正のチャープ特性を示している．次に，EO非線形性によるチャー

プとして，図 4.6(c) に図 4.5(a) の動作条件の場合，図 4.6(d) に図 4.5(a) と同

じバイアス電圧，同じ駆動電圧で位相差 φ0 = −0.509π とした場合を示す．図

4.6(a)-(d)はすべて〝010〟と変調した場合の結果であり，同じ図内に強度波形

も同時に示している．

図 4.6(a)，(c)は位相差 φ0 = 0.5π 近傍となるように調整して，∆V が最大の

ときに光強度が最小，∆V が最小のときに光強度が最大に設定した場合であり，

図 4.6(b)，(d)は逆に，位相差 φ0 = −0.5π 近傍となるように調整して，∆V が

最大のときに光強度が最大，∆V が最小のときに光強度が最小に設定した場合に

相当する．EO線形で非対称性がある場合のチャープは，図 4.6(a)，(b)からわ

かるように位相差を φ0 = ±0.5πと変化させて動作点を変えるとチャープの符号

が逆になる．しかし，EO非線形性によるチャープは，図 4.6(c)，(d)からわかる

ように位相差を φ0 = ±0.509π と変化させてもチャープ特性に変化が無かった．

また，非対称性によるチャープは図 4.6(a)，(b)において破線の交点からわか

るように光強度が 50％となる ±0.5UIで極値となる．一方，EO非線形性によ

るチャープは，光強度が小さくチャープが発散に向かう範囲（−0.72UI以下お

よび 0.72UI以上の範囲）を除いて考えると，図 4.6(c)，(d)の一点鎖線の交点

で示したように，光強度が最大値の約 94 ％となる時刻 ±0.26UI で極値になっ

ている．以上のような違いから，非対称性によるチャープと EO 非線形性によ

るチャープとでは波長分散によるパルス圧縮・広がりの効果は異なると考えら

れる．

4.3.2 変調特性

次に，変調特性の評価を行った．モンテカルロ法で符号誤りを求め，符号誤り

率より換算した光信号品質パラメータ（Q値）をもとに特性評価した．変調特性

は，9段シフトレジスタによる疑似ランダム信号を用いて 107,000ビットの信号

に対して評価した．また，以降のシミュレーションにおいて，EO非線形性のあ

る場合は，位相の非線形指数が最大となる図 4.4(a)の条件で計算した．
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図 4.7 強度変調における OSNR特性

図 4.7 に 10.7Gbit/s 強度変調における光信号対雑音比（Optical Signal to

Noise Ratio: OSNR）特性のシミュレーション結果を示す．信号光パワーを一

定とし，雑音光パワーを変化させることにより，帯域 0.1 nm当たりの信号光パ

ワーと雑音光パワーの比により定まる OSNR を変化させ，OSNR と Q 値の関

係をプロットした．EO非線形性の有無で OSNR特性に差が無いことがわかる．

図 4.5で示したように変調波形に差が無いためであると考えられる．

図 4.8に波長分散特性を示す．OSNRを 10 dBに設定し，波長分散を変化さ

せて波長分散による Q 値の劣化量をプロットした．EO 効果が線形な場合，Q

値ペナルティは分散が 0 に対して左右対称であるが，EO 非線形性がある場合

はチャープの影響により波長分散特性がわずかに非対称になり，正の波長分散

をわずかに付加したときに最大の Q 値が得られることがわかる．MZ 変調器

のチャープは，2 つのアームの ∆V の比を調整し非対称に駆動することにより

チャープ量を制御できる [21]．そこで，左側のアームを駆動電圧 1.98Vpp，右側

のアームを駆動電圧 2.2Vpp で非対称に駆動した（α = 0.1相当）ところ，波長

分散特性が左右対称になり，EO非線形によるチャープも同様な補正が近似的に

有効であることがわかった．
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図 4.8 強度変調における波長分散特性

4.4 位相変調方式における影響
4.4.1 差動位相変調方式による特性評価

位相変調信号の送受信方式として，差動位相変調方式はディジタルコヒーレン

ト方式に比べて，局部発振光源や信号処理 LSI を必要としないため，コストと

消費電力の低減が必要な伝送システムに対して優れた伝送方式である [22]．ま

た，差動位相変調方式はディジタルコヒーレント方式で行われる適応等化フィル

タによる等化を行わないため，デバイス特性に依存した変調・伝送特性を直接的

に反映すると考えられる．そこで，本論文では，差動位相変調方式における変

調および伝送について検討し，EO 非線形性の影響を考察する．BPSK に比べ

て帯域利用効率の良い伝送を行うことができる差動 4値位相変調（Differential

Quadrature Phase Shift Keying: DQPSK）方式で特性評価する．

図 4.9(a)に DQPSK方式での特性評価に用いた InP QPSK光変調器および

図 4.9(b)に DQPSK光受信器の構成を示す [23]．図 4.9(a)に示す InP QPSK

変調器は，入力 2分岐カプラ，並列に配置された 2台の InP MZ変調器，出力合

波カプラが光導波路で結合されて InP 基板上に集積されている．入力カプラで

2分岐された光に対してそれぞれに BPSK変調を行い，一方の光信号に π/2の
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図 4.9 (a)InP QPSK変調器と (b)DQPSK受信器の構成

位相シフトを与えて直交させた後，出力カプラで合波することにより QPSK光

信号を得る．

図 4.9(b)の DQPSK受信器では，受信光信号を 2分岐し，それぞれ 1シンボ

ル分の遅延を与えると同時に π/4および −π/4の位相シフトを与える遅延干渉

計（Delay Line Interferometer: DLI）によって位相変調信号が強度変調信号に

変換され，バランス受信器により受信される．

4.4.2 DQPSK変調特性

図 4.10 に 43Gbit/s DQPSK 変調における OSNR 特性を示す．位相変調特

性評価においても，位相の非線形指数が最大の図 4.4(a)の条件で計算した．9段

の疑似ランダム信号を用いて 430,000 ビットの信号に対して評価した．比較と

して EO 非線形性が無い場合の特性も同時に示す．強度変調方式の場合と同様

に OSNR特性にほとんど差がなく，その差は 0.1 dB以下であった．

図 4.11 に DQPSK 変調の波長分散特性を示す．OSNR を 13 dB に設定し，

図 4.4(a)の条件と EO非線形が無い場合について，波長分散を変化させて波長

分散による Q値の劣化量を調べた．EO非線形が無い場合の分散値 0の Q値を

基準として，両者を比較した．EO 非線形がある場合，−25 ps/nm の波長分散

を付加したときに最大の Q 値が得られた．また，EO 非線形性が無い場合は分

散値 0に対して左右対称であるが，EO非線形性がある場合，波長分散特性は非

対称になり，強度変調の場合とは逆向きに傾いた．別途，BPSKでも検討したと
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図 4.10 DQPSK変調における OSNR特性
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図 4.11 DQPSK変調における波長分散特性

ころ，同様な結果となったため，IQクロストークの問題では無い．また，調べ

てみたところアイ開口が Q 値と同様な波長分散特性を示していたことから，Q

値の向上・低下はアイ開口を広げること・狭めることに関係していることがわか

る．したがって，EO非線形性に起因する符号遷移領域のチャープは，図 4.8か

らわかるように強度変調においては，波長分散が負の領域ではアイ開口を狭め，

波長分散が正の領域ではアイ開口を広げるのに対して，図 4.11からわかるよう
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表 4.1 伝送シミュレーションに用いたパラメータ

変調方式 DQPSK

ビットレート 43Gbit/s

信号波長 1546.1 nm

周波数間隔 50GHz

送信ドライバ帯域 15GHz

受信器帯域 15GHz

合分波器帯域 35GHz

ファイバ長 80 km

ファイバ波長分散 16.8 ps/nm/km@1546.1 nm

ファイバ損失 0.24 dB/km

分散補償 スパン毎に 100％補償

EDFAの NF 7dB

疑似ランダム信号の段数および信号長 8段．129,000ビット

に位相変調においては，波長分散が負の領域ではアイ開口を広げ，波長分散が正

の領域ではアイ開口を狭めるというように，強度変調と位相変調では逆向きに働

いていることがわかった．

4.4.3 伝送特性

ファイバ伝送後の特性の違いを伝送シミュレーションにより検討した．

表 4.1 に伝送シミュレーションに用いた主なパラメータを示す．伝送用

ファイバとして G.652 ファイバ（信号波長 1546.1 nm において波長分散値

16.8 ps/nm/km）を用い，スパン毎に分散補償ファイバで 100 ％分散を補償

する伝送路で長距離伝送した．また，光パワーもスパン毎に雑音指数（Noise

Figure: NF）が 7 dBのエルビウム添加ファイバ増幅器（Erbium Doped Fiber

Amplifier: EDFA）で伝送用ファイバの損失を補償した．

まず，1波長での伝送特性を比較した．図 4.12に 80 kmスパンで 3200 km伝

送後の Q値のファイバ入力パワー Pin 依存性を示す．1 dBm入力において最も
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図 4.12 3200 km伝送後のQ値のファイバ入力パワー Pin依存性（43Gbit/s

DQPSK, 1 ch）

良い特性が得られ，それ以下のパワーでは SN比により，それ以上のパワーでは

光ファイバの非線形性により特性が劣化する．EO 非線形の有無で伝送後の Q

値に顕著な差は見られず，長距離伝送においても InP MZ変調器の EO非線形

性はほとんど影響を与えていないことがわかる．波長分散特性から符号遷移領

域のチャープが伝送特性に影響を与えることが推察されるが，その影響も小さい

ためと考えられる．

さらに InP MZ 変調器の実際の長距離波長分割多重（Wavelength Division

Multiplexing: WDM）伝送システムへの適用の検討を目的として，1546.1 nm

の信号波長を中心として 50GHz間隔で，長波長側，短波長側にそれぞれ 3波長

ずつ計 7 波長のWDM 伝送シミュレーションを行い，中心波長の Q 値を評価

した．

図 4.13 に 80 km スパンで 2400 km 伝送後において，チャネル当たりのファ

イバ入力パワー Pin と Q 値の関係を示す．Pin が −2 dBm/ch において最も良

い Q値となった．これまでの結果と同様に，実際のシステムを模擬した大容量

伝送のシミュレーションにおいても，InP MZ変調器の EO非線形性の有無でほ

とんど差が無いことがわかる．

また，駆動条件を変えた場合の伝送特性変化を調べた．図 4.14にチャネル当
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図 4.13 2400 km WDM 伝送後の Q 値のファイバ入力パワー Pin 依存性
（43Gbit/s DQPSK, 7 ch）
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図 4.14 2400 km WDM伝送後の Q値の変調バイアス電圧依存性

たりのファイバ入力パワーが −2 dBm/chの場合の 2400 km伝送後の Q値の変

調バイアス電圧 Vb 依存性示す．図 4.4の (a)-(d)の条件に相当し，バイアス電圧

を変えると EO非線形の度合いが変化するが，図 4.14から伝送特性にほとんど

違いが無いことがわかる．このとき，駆動振幅は，前述のように，(a) 3.84Vpp，

(b) 3.0Vpp，(c) 2.59Vpp である．InP MZ変調器ドライバの振幅は，3Vpp 程

度であるので，通常使用する範囲の動作条件において，InP MZ変調器は，EO
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図 4.15 i 層厚を変えた MZ 変調器を用いた 2400 km WDM 伝送後の Q 値
の i層厚依存性

非線形性の無いMZ変調器と比べて，伝送特性に差が無いことがわかる．

同じMQWコア層を持つ InP MZ変調器であっても，その電気特性は，半導

体光導波路の物理的寸法に依存し，寸法を拡大・縮小することにより変化する．

本論文で位相変化および吸収変化の電圧依存性のデータを利用した文献 [13]の

MZ変調器は，集中定数型電極であり，また，MQWコア層全体を i層としてい

るため電界がかかる層の厚さはコア層厚に等しい．高周波特性向上のためには，

変調電極を分布定数型の進行波型電極構造とし，その特性インピーダンスを 50

Ωにするために，上下の p層および n層 InPクラッド層の一部を i層 InPに変

え，i層厚をMQWコア層厚より厚くする [12]．MQW層にかかる電界強度は i

層厚に反比例するため，i層厚を厚くすると位相変化は小さくなる．一方，変調

電極の長さを長くすることにより，電極長に比例して位相変化を大きくすること

ができる．したがって，例えば i層厚をMQW層厚の 2倍にしたとき，電界強

度は 1/2になり，1/2の電圧に相当する位相変化しか得られないが，電極長を 2

倍強（位相特性は下に凸なのちょうど 2倍では不足する）にすることにより，同

じ駆動電圧条件で同じ動作を行うことできる。よって，同じ駆動電圧条件で動作

するものであっても，寸法の異なるMZ変調器は，EO非線形性に違いがある．

そこで，同一駆動条件で，i層厚を 1～3倍に拡大した InP MZ変調器を用い

たWDM 伝送特性について検討した．図 4.15 に i 層厚を変えた MZ 変調器を
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用い，チャネル当たりのファイバ入力パワーが −2 dBm/ch の場合の 2400 km

WDM伝送後の Q値の i層厚依存性示す．駆動条件は，Vb = −3.1V，駆動振幅

が 3Vpp であり，i層厚を 1.5，2，2.5，3倍とした場合に，同じ駆動条件にする

ために必要な変調電極の長さはそれぞれ 1.93，2.91，3.93，4.97倍であった．図

4.15から，i層厚を変えて MQW層に加わる電界強度変えて EO非線形性を変

化させても，伝送特性はデバイス寸法に依存せず，非線形性が無い場合と比べて

差が無いことがわかった．

以上のシミュレーション結果から，InP MZ変調器は，通常使用が考えられる

範囲において，駆動条件やデバイス寸法に関わりなく，EO非線形の無いMZ変

調器と同等の DQPSK WDM伝送特性を示すことがわかった．InP MZ変調器

の EO非線形性は，波形の遷移領域で周波数チャープを生じるものの，2値強度

変調および DQPSK変調の OSNR特性，伝送特性にほとんど影響を与えないと

結論できる．

MZ変調器の適用領域として，直交振幅変調（Quadrature Amplitude Modu-

lation: QAM）等の多値変調がある．MZ変調器には，EO効果が線形であって

も，出力光電界振幅が電圧の sin関数であるという別の非線形特性が存在する．

MZ変調器を用いる QAM変調では，sin関数特性の影響を低減するために，駆

動電圧を本論文で行った 2値位相変調時の駆動電圧の 50%程度以下に制限して

sin θ ∼= θ と近似できる領域で動作させている [24]．

InP MZ変調器の場合はこれに EO非線形性が加わることになるが，図 4.4の

コンステレーション軌跡から，S 字型の曲りで表される InP MZ 変調器の EO

非線形性は |∆V |の大きな領域で顕著に生じ，|∆V |の小さい領域は線形に近い

ことがわかる．よって，EO非線形性の影響は QAM変調等の小振幅変調時には

比較的小さいと予想できるが，QAM変調における EO非線形性の影響について

はさらなる検討が必要で，今後の課題である．

4.5 まとめ
InP MZ 変調器の長距離大容量伝送方式への適用に向けて，InP 系半導体の

EO非線形性の数値モデルをもとに計算機シミュレーションを用いて変調特性，
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伝送特性を詳細に検討した．

両アームの変調電極に同一 Vb を印加したプッシュプル駆動時の特性につい

て検討し，Vb の絶対値が小さいほど EO非線形性の影響が顕著であることがわ

かった．また，強度変調動作時に，EO非線形性によって強度波形に変化は無く，

OSNR 特性に差が無いが，常にチャープを生じ，波長分散特性において非対称

になることを示した．

位相変調動作時においても，OSNR 特性に差が無いことを示した．波長分散

特性において，最大の Q値を得たときに付加した波長分散は −25 ps/nmで，強

度変調時とは逆符号になることがわかった．

さらに，DPQSK 信号の長距離WDM 伝送のシミュレーションを行い，InP

MZ変調器の駆動条件やデバイス寸法に関わりなく，伝送特性においても EO非

線形の無いMZ変調器と差が無いことを示した．
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第5章 結論

本論文では，長距離大容量光通信において，光ファイバ伝送システムに用い

られる様々な光デバイスの非線形応答特性が伝送特性に与える影響について論

じた．

光ファイバ伝送の分野では，新たな技術の導入による伝送性能の拡大，具体的

には，大容量化，長距離化，経済化を実現するための新技術が注目を集めてい

る．一方，それらを実現する上での障害となる現象について焦点が当たらない傾

向にあるが，その解明は非常に重要である．特に，光伝送システムに用いられる

各要素の非線形応答特性とその伝送特性への影響について，詳細な研究が必要で

ある．光伝送システムを構成する要素は多岐にわたり，非線形応答特性を網羅す

ることは難しい．そこで，本研究では，非線形応答特性を，1. 伝送路である光

ファイバ自体の非線形性，2.伝送路を構成する光ファイバ以外のデバイスの非線

形性，3.光送受信器の非線形性の大きく 3種類に分類し，分類した非線形応答特

性から代表例を選び，その 3つの非線形応答特性に関して，非線形応答特性が伝

送システムへ与える影響の検討手法とその結果について論じた．

第 1章の序論では，光ファイバ伝送システムについて歴史的な経緯とともに，

長距離大容量光ファイバ伝送技術の概要を示し，本研究を行った学術的背景とそ

の本研究に用いられた技術について説明した．次に，本論文のテーマである光伝

送システムを構成する様々な要素の非線形応答特性とその伝送システムへの影響

を整理し，本研究の目的を明らかにした．

第 2章では，光増幅器の非線形特性である利得飽和特性に関して，光増幅器の

利得飽和特性の解析およびその利得飽和特性が長距離光増幅中継伝送システムの

伝送特性に与える影響についての研究結果を示した．

最初に，均一励起された光増幅器の利得飽和特性を解析し，利得飽和領域にお
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いては，入力信号強度が増加しても，利得が低下して，出力信号強度はあまり変

化しないことを示した．次に，光ファイバと利得飽和領域で動作する光増幅器が

縦続接続された光伝送システムにおいて，最初の入力信号強度が定常状態強度か

ら変動したとしても，光増幅中継数が増加するにしたがって，定常状態強度に近

づき，一定値に安定化されることを明らかにした．

また，エルビウム添加光ファイバ増幅器（Erbium-Doped Fiber Amplifier:

EDFA）の数値モデルと実験結果をもとに，EDFA の利得飽和特性を数値解析

により導いた．その結果を用いて，EDFA を用いた長距離伝送システムにおい

ても，利得飽和特性により光信号強度が一定値に安定化されることを示した．ま

た，その一定になる光信号強度はシステムで唯一の定常値であり，その値は励起

光強度を調整することにより任意に設定できることを示した．

最後に．9 中継 250 km の光ソリトン伝送実験において，−7 dBm 以上の入

力パワーでは，入力光ソリトン強度が変動したとしても，出力の光ソリトンは

EDFA の飽和により強度が一定になるとともに，光ソリトンの性質によりパル

ス幅も一定になり，出力光ソリトンは安定化されることを示した．

第 3 章では，光ファイバの非線形性光学効果の 1 つである自己位相変調効果

を利用した非線形ループミラー（Nonlinear Optical Loop Mirror: NOLM）の

非線形応答特性について研究し，長距離光増幅中継伝送された伝送信号に対して

光雑音の低減が可能なことを示した。

まず，非線形増幅ループミラー（Nonlinear Amplifying Loop Mirror: NALM）

および非対称カプラを有する NOLMは，入出力光信号特性の数値解析および実

験結果により，強いパルス信号は透過し，弱い信号は透過しない自己スイッチ特

性を持つことを示した．次に，NALMおよび NOLMは，ASEが蓄積した光雑

音を持つパルス信号に対して光雑音が低減できることを実験により示した．

さらに，実際に 10Gbit/sで 500 km伝送された光ソリトン伝送信号に対して，

NALMおよび NOLMを用いて，光雑音が低減できることを実験により示した．

しかし，光雑音低減後の光信号をさらに伝送すると波形歪が生じ，これ以上長距

離伝搬できない．そこで，NALM通過後のパルスの位相特性の解析を行い，信

号パワーを低くし，位相変化が 0.3π 以下のとき，チャープの影響が小さいこと
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を示した．

第 4 章では，InP マッハツェンダ（Mach-Zehnder: MZ）変調器における非

線形な電気光学（Electro-Optic: EO）効果が変調特性や伝送特性に与える影響

について研究し，同一バイアス電圧プッシュプル駆動の InP MZ変調器は，EO

非線形が無い変調器と同等の変調特性，長距離伝送特性であることを示した．

最初に，同一バイアス電圧プッシュプル駆動時のコンステレーション特性につ

いて検討し，バイアス電圧の絶対値が小さいほど EO 非線形性の影響が顕著で

あることがわかった．また，強度変調動作時に，EO非線形性によって強度波形

に変化はなく，変調特性の指標となる光信号対雑音比特性に差がないことを示し

た．但し，時間波形の解析から EO非線形性によって，常にチャープが生じるこ

とを示し，波長分散特性において非対称性が生じることを示した．

差動 4値位相変調動作時においても，光信号対雑音比特性に差が無いことを示

した．波長分散特性において，最良の光信号品質を得たときに付加した波長分散

は −25 ps/nmで，強度変調時とは逆符号になることがわかった．最後に，差動

4値位相変調方式を用いた長距離伝送特性および長距離波長多重伝送特性につい

て伝送シミュレーションを行い，InP MZ変調器の駆動動作条件やデバイス寸法

に関わりなく，伝送特性においても EO 非線形の無い MZ変調器との差が無い

ことを示した．

以上第 2-4章に示しているように，光伝送システムに用いられる各種光デバイ

スの非線形応答特性について，その非線形特性を明確化し，実験あるいは数値シ

ミュレーションによって，その非線形特性が伝送特性に与える影響を明らかに

し，その結果を論じた．

光ファイバ伝送システムに用いられる各要素の非線形応答特性には様々な現

象があり，今後もそれらの非線形応答特性が伝送特性に与える影響を研究してい

く必要がある．本論文の手法はそれらの検討に対して有用なものとなろう．

今後は光伝送システムの性能を拡大する技術だけでなく，それらの実現上の障

害を克服する技術についての検討がますます重要となる．本研究が今後の光伝

送技術に関する研究の発展に寄与するものと信じている．
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